
独立行政法人における令和元事業年度の事業報告書について（案）

○本資料は独立行政法人の令和元事業年度の事業報告書について事例を紹介するものである。令和２事業年度の事業報告書

作成にあたり、令和元事業年度の事例を把握することは有用と考えられる。

○紙面の都合上、各項目の事例全てを紹介していない。また、該当箇所を各事業報告書から抜粋して記載している。各事業報告

書の全体については、各法人のホームページ等で確認されたい（なお、記載した事例につき、法人名にリンクを付している。リン

クは令和３年１月22日時点のものである）。

○事例紹介にあたり事務局において、必要に応じて、緑枠に補足のコメント及び事例を赤枠で囲む等のハイライトを付している。

○本資料は、紹介した事例に対する正否を示すものではなく、独立行政法人の実務を拘束するものでもない。

【凡例】

〇独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）

…通則法

〇独立行政法人の財務報告に関する基本的な指針（平成29年９月１日）

…基本的な指針

〇独立行政法人の事業報告に関するガイドライン（平成30年９月３日）

…ガイドライン
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「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」について

１

○ 通則法第38条第２項に基づき作成される「事業報告書」について、法人の長のリーダーシップに基づく独立行政法人の業務運営の状況の全体像
を簡潔に説明するものと位置付け

○ 事業報告書の目的や作成の目安、提供される情報など、事業報告書の作成・公表に当たっての指針を「ガイドライン」として取りまとめ

〇 事業報告書の利用者の情報ニーズなど、ガイドラインに記載のない事項については、「基本的な指針」を参照することが有用

＜主なポイント＞

① 法人の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な業務運営の全体像をストーリー性を持って簡潔に説明

② 独立行政法人の特性を踏まえ、非財務情報や課題・リスクなど将来の業務見通しに関する情報を提供

③ 独立行政法人により提供される情報の窓口となり、プラットフォームとしての役割が高まる、または果たすことが可能

ガイドラインを踏まえた事業報告書の作成により、以下のような効果が期待される。

○ 法人の長が、独立行政法人の業務運営上のリスクを識別、分析及び評価するとともに、持続的に適正なサービスを提供するための源泉等を踏
まえた対応策について、国民その他の利害関係者に対して、自ら戦略的に説明すること

○ 独立行政法人において、複数の関連部署等とのコミュニケーションがなされ、また事業報告書で提供される情報の管理体制が整備される必要が
あることから、独立行政法人の適切なガバナンスの構築に貢献すること

事業報告書の利用者を「国民その他の利害関係者」と総称する（ガイドライン2.1）



「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」について

２

○「国民その他の利害関係者」にとって有用な情報が提供

○事業報告書の目的を達成

目的適合性

情報の結合性

重要性

簡潔・明瞭性

忠実な表現

比較可能性

国民その他の利害関係者の情報ニーズ及び事業報告書の目的に沿う情報が提供される。

事業報告書で提供される情報の相互関連性や事業報告書に関連する報告書等との関係の全体像が示さ
れる（ストーリー性、プラットフォームとしての役割）。

国民その他の利害関係者の情報ニーズや法人の政策実施機能の発揮に実質的に影響を与える情報が、
事業報告書において提供される。

国民その他の利害関係者の理解が促進される。

国民その他の利害関係者に、信頼性、中立性及び完全性を踏まえた情報が提供される。

国民その他の利害関係者は、当該独立行政法人と他の独立行政法人とを比較した情報を入手でき、また
当該独立行政法人の過去情報等と比較した情報を入手できる。

作成の目安となる
考え方

事業報告書の作成の目安となる考え方等を踏まえると、以下の
ような表示が有用である。

・ 概要を説明すること ・ 全体像を示すこと

・ 相互参照を付すこと ・ グラフ、図表、見出しを活用すること

左記を踏まえた事業報告書の作成により･･･

事業報告書の目的

○ 独立行政法人が、主務大臣から与えられた明確なミッションの下で、法人
の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な運営、適切なガバナンス
により、国民その他の利害関係者に対して、どのように法人の政策実施機
能を発揮したのか、また発揮するのか、全体像を簡潔に説明すること

○ 独立行政法人の業務運営の状況を報告することで、国民その他の利害
関係者が独立行政法人の業務運営上の課題・リスクを把握するなど、独
立行政法人の持続的な業務運営や業務改善等の判断に役立てること



事例紹介（全般）

３（製品評価技術基盤機構）

（情報通信研究機構）

○ 事業報告書にQRコードが記載されており、他の公表資料等に容易にアクセス可

能な状態。事業報告書にリンク先を埋め込む法人も複数例見られた。

○ 事業報告書に当該関連する報告書等との相互参照を付すことで、独立行政法

人により提供される情報の窓口となり、プラットフォームとしての役割が高まると考

えられる。

https://www.nite.go.jp/data/000111238.pdf
https://www.nict.go.jp/pdf/business-report-2019.pdf


事例紹介（トピックスや成果等）

４（製品評価技術基盤機構）

（物質・材料研究機構）「法人の長によるメッセ―ジ」
に記載

「法人の長によるメッセ―ジ」
の前に記載

https://www.nite.go.jp/data/000111238.pdf
https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_latest.pdf


事例紹介（トピックスや成果等）

５

（農業・食品産業技術総合研究機構）

（海上・港湾・航空技術研究所）

「法人の長によるメッセ―ジ」
の前に記載

「法人の長によるメッセ―ジ」
の前に記載

https://www.naro.affrc.go.jp/public_information/files/jigyou_hokokushor1.pdf
https://www.mpat.go.jp/disclosure/source/jigyohoukoku_r1.pdf


事例紹介（トピックスや成果等）

６

（土木研究所）「業務の成果と使用した資源と
の対比」に記載

「法人の長によるメッセ―ジ」
の前に記載

（国立環境研究所）

https://www.pwri.go.jp/jpn/about/zaimu/2019/jigyou-houkoku-r1.pdf
https://www.nies.go.jp/kihon/zaimu/2019/2.pdf


事例紹介（トピックスや成果等）

７（環境再生保全機構）

○ 「業績の適
正な評価の前
提情報」に記載

○ 過去、現在、
将来の時点を
踏まえた情報
を記載

https://www.erca.go.jp/erca/koukai/pdf/r01jigyohokoku.pdf


事例紹介（トピックスや成果等）

８

（森林研究・整備機構）（農業・食品産業技術総合研究機構）
「法人の長によるメッセ―ジ」
の前に記載

「業務の成果と使用した資源と
の対比」に記載

https://www.ffpri.affrc.go.jp/koukaijouhou/gyoumu/documents/jigyouhoukoku-r01.pdf
https://www.naro.affrc.go.jp/public_information/files/jigyou_hokokushor1.pdf


事例紹介（トピックスや成果等）

９

（家畜改良センター）○ 「法人の長によるメッセ―ジ」に記載

○ 一定の事業等のまとまりごとに記載

（農業者年金基金）運用に関する情報を記載

http://www.nlbc.go.jp/johokokai/r1jigyouhoukoku.pdf
https://www.nounen.go.jp/soshiki/keikaku/data/r01/r01houkokusho.pdf?200730


事例紹介（トピックスや成果等）

10（鉄道建設・運輸施設整備支援機構）

（酒類総合研究所）

「業務の成果と使用した資源と
の対比」に記載

○ 「法人の長によるメッセ―ジ」の前に記載

○ 過去、現在、将来の時点を踏まえた情報を記載

https://www.jrtt.go.jp/ir/financial/pdf/jigyohokokushor1.pdf
https://www.nrib.go.jp/gui/R01_zaimu/pdf/R01_zigyouhou.pdf


事例紹介（法人の長によるメッセージ）

11
（日本医療研究開発機構）

第１期中長期計画及び単年度（令和元
年度）の実績に加え、第２期中長期計
画の情報（将来情報）を記載

https://www.amed.go.jp/content/000069575.pdf


事例紹介（法人の長によるメッセージ）

12
（農業・食品産業技術総合研究機構）

（造幣局）

法人の長が推進した施策を記載

令和２年度の情報（将来情報）を記載

https://www.naro.affrc.go.jp/public_information/files/jigyou_hokokushor1.pdf
https://www.mint.go.jp/media/2020/06/business_r01.pdf


事例紹介（法人の長によるメッセージ）

13

（防災科学技術研究所）

（海技教育機構）

「法人の長によるメッセージ」に法人のア
イデンティティを記載

「法人の長によるメッセー
ジ」に法人のロゴマークと
コンセプトを記載

（国立印刷局）

「法人の長によるメッセージ」に
法人のシンボルマークを記載

https://www.bosai.go.jp/introduction/open/pdf/01jigyo.pdf
https://www.jmets.ac.jp/aboutus/public_info/finance/mpvk9g00000002ie-att/jigyohoukokusho_r1.pdf
https://www.npb.go.jp/ja/guide/uploads/20200624_jigyou.pdf


事例紹介（政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション））

14

（国立印刷局）

（森林研究・整備機構）

https://www.npb.go.jp/ja/guide/uploads/20200624_jigyou.pdf
https://www.ffpri.affrc.go.jp/koukaijouhou/gyoumu/documents/jigyouhoukoku-r01.pdf


事例紹介（政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション））

15

（国立高等専門学校機構）

（農畜産業振興機構）

（都市再生機構）

左記のように、中期目標等に載
せられている政策体系図を記載
した法人が複数例見られた

https://www.kosen-k.go.jp/Portals/0/resources/information/R1jigyohokokusho.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001180647.pdf
https://www.ur-net.go.jp/news/20200702_jigyouhoukoku.html


事例紹介（中期目標）

16

（中小企業基盤整備機構）

（福祉医療機構）

（鉄道建設・運輸施設整備支援機構）

一定の事業等のま
とまりと勘定等との
関係性を記載

過去、現在、将来の時点を
踏まえた情報を記載

一定の事業等のまとま
りごとの目標と勘定と
の関係性を記載

https://www.smrj.go.jp/org/info/data/report/frr94k0000000fqm-att/r1_01_jigyohokoku.pdf
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/jigyouhoukoku_r01.pdf
https://www.jrtt.go.jp/ir/financial/pdf/jigyohokokushor1.pdf


事例紹介（法人の長の理念や運営上の方針・戦略等）

17（科学技術振興機構） （農業・食品産業技術総合研究機構）

https://www.jst.go.jp/announce/zaimu/pdf/1jigyou.pdf
https://www.naro.affrc.go.jp/public_information/files/jigyou_hokokushor1.pdf


事例紹介（法人の長の理念や運営上の方針・戦略等）

18
（日本原子力研究開発機構）

（国立高等専門学校機構）

（国立病院機構）

https://www.jaea.go.jp/02/pdf/zaimu_r01-3.pdf
https://www.kosen-k.go.jp/Portals/0/resources/information/R1jigyohokokusho.pdf
https://nho.hosp.go.jp/files/000133899.pdf


事例紹介（持続的に適正なサービスを提供するための源泉）

19

（宇宙航空研究開発機構）

（１）ガバナンスの状況

（日本原子力研究開発機構）

https://www.jaxa.jp/about/finance/pdf/finance_r01-03.pdf
https://www.jaea.go.jp/02/pdf/zaimu_r01-3.pdf


事例紹介（持続的に適正なサービスを提供するための源泉）

20

（建築研究所）

（４）重要な施設等の整備等の状況

画像付きで施設等に関する説明を記載

https://www.kenken.go.jp/japanese/information/announcement/accounts/r01/2.pdf


事例紹介（持続的に適正なサービスを提供するための源泉）

21

（６）財源の状況

（農業・食品産業技術総合研究機構）

（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）

今後の自己収入の
見通し（将来情報）を
記載

https://www.naro.affrc.go.jp/public_information/files/jigyou_hokokushor1.pdf
http://www.jogmec.go.jp/disclosure/content/300368361.pdf


事例紹介（持続的に適正なサービスを提供するための源泉）

22

（７）社会及び環境への配慮等の状況

「社会及び環境への配慮等の状況」は以下に関する情報を記載している事例
が見られた。

○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

○ 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活

動の促進に関する法律

○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

○ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

○ 次世代育成支援対策推進法

○ 男女共同参画、ワークライフバランス、働き方改革

○ 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群

○ 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

○ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関す

る法律

○ SDGｓ、ESG

○ 施設見学 等

（国民生活センター）

（宇宙航空研究開発機構）

（理化学研究所）上記は、（３）職員の状
況に記載

http://www.kokusen.go.jp/hello/pdf/z_jigyo19.pdf
https://www.jaxa.jp/about/finance/pdf/finance_r01-03.pdf
https://www.riken.jp/medialibrary/riken/about/reports/projects/projects2019.pdf


事例紹介（持続的に適正なサービスを提供するための源泉）

23

（大学改革支援・学位授与機構）

（７）社会及び環境への配慮等の状況

SDGsの目標達成に向けた貢献を記載
○ 「法人の長によるメッセ―ジ」の前に記載

○ 法人とESG・SDGｓの相関性を記載

（都市再生機構）

http://www.niad.ac.jp/media/012/202007/no10_jigyoreport_r01.pdf
https://www.ur-net.go.jp/news/20200702_jigyouhoukoku.html


事例紹介（持続的に適正なサービスを提供するための源泉）

24

（７）社会及び環境への配慮等の状況

（自動車技術総合機構）

（国立印刷局）

https://www.naltec.go.jp/publication/fkoifn000000b75c-att/fkoifn000000b78v.pdf
https://www.npb.go.jp/ja/guide/uploads/20200624_jigyou.pdf


事例紹介（持続的に適正なサービスを提供するための源泉）

25

（日本原子力研究開発機構）
○ 環境配慮活動の実績を記載

○ 「環境負荷及びその低減に向けた

取組の状況」という項目に記載

（７）社会及び環境への配慮等の状況

（理化学研究所）

環境マネジメント体制を記載

https://www.jaea.go.jp/02/pdf/zaimu_r01-3.pdf
https://www.riken.jp/medialibrary/riken/about/reports/projects/projects2019.pdf


事例紹介（持続的に適正なサービスを提供するための源泉）

26

（海上・港湾・航空技術研究所）

（高齢・障害・求職者雇用支援機構）

（造幣局）

（８） その他源泉の状況（法人の強みや基盤を維持・創出していくための源泉）

https://www.mpat.go.jp/disclosure/source/jigyohoukoku_r1.pdf
https://www.jeed.go.jp/jeed/disclosure/law/om5ru8000000272g-att/q2k4vk000002rtz1.pdf
https://www.mint.go.jp/media/2020/06/business_r01.pdf


事例紹介（業務運営上の課題・リスク及びその対応策）

27

（国立公文書館） （日本原子力研究開発機構）

http://www.archives.go.jp/information/pdf/zaimu2019.pdf
https://www.jaea.go.jp/02/pdf/zaimu_r01-3.pdf


事例紹介（業務運営上の課題・リスク及びその対応策）

28

（物質・材料研究機構）

（統計センター）

（国立科学博物館）

リスクを、優先対応リスク
と継続的留意リスクに分
けて記載

重点管理項目と日常管
理項目に分けて記載

中期目標に定める項目ごとに
策定した、リスク因子、リスク
発生原因、重要度及び予防策
を記載

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_latest.pdf
https://www.nstac.go.jp/release/pdf/R01jigyouhoukoku.pdf
https://www.kahaku.go.jp/disclosure/financial/imgs/report_31.pdf


事例紹介（業務運営上の課題・リスク及びその対応策）

29（福祉医療機構）

（住宅金融支援機構）

https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/jigyouhoukoku_r01.pdf
https://www.jhf.go.jp/files/400353178.pdf


事例紹介（業績の適正な評価の前提情報）

30

（情報通信研究機構）

区分経理ごとの資金フローを記載

https://www.nict.go.jp/pdf/business-report-2019.pdf


事例紹介（業績の適正な評価の前提情報）

31

（国立科学博物館）

（福祉医療機構）

（量子科学技術研究開発機構）

https://www.kahaku.go.jp/disclosure/financial/imgs/report_31.pdf
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/jigyouhoukoku_r01.pdf
https://www.qst.go.jp/uploaded/attachment/17547.pdf


事例紹介（業績の適正な評価の前提情報）

32

（日本芸術文化振興会）

（自動車技術総合機構）（鉄道建設・運輸施設整備支援機構）

https://www.ntj.jac.go.jp/assets/files/about/financial/R01_zaimu/R01_2zigyouhoukokusho.pdf
https://www.naltec.go.jp/publication/fkoifn000000b75c-att/fkoifn000000b78v.pdf
https://www.jrtt.go.jp/ir/financial/pdf/jigyohokokushor1.pdf


事例紹介（業績の適正な評価の前提情報）

33（工業所有権情報・研修館）

（家畜改良センター）
財源構造や資金フローに加え、
収支も記載

https://www.inpit.go.jp/about/gyomu/zhoukoku/r01zjigyouhou.pdf
http://www.nlbc.go.jp/johokokai/r1jigyouhoukoku.pdf


事例紹介（内部統制の運用に関する情報）

34

「内部統制の運用に関
する情報」は以下に関
する情報を記載してい
る事例が見られた。

○ 内部統制の運用

○ コンプライアンス

○ リスク管理

○ 監事監査、内部監

査

○ 入札、契約に関す

る事項

○ 予算の適正な配分

○ 研究費不正防止

○ 情報セキュリティ

○ 個人情報保護 等

（科学技術振興機構）

https://www.jst.go.jp/announce/zaimu/pdf/1jigyou.pdf


事例紹介（予算と決算との対比、財務諸表、法人の基本情報）

35（製品評価技術基盤機構）

（都市再生機構）

経年推移や内訳をグラフを活用
して記載

https://www.nite.go.jp/data/000111238.pdf
https://www.ur-net.go.jp/news/20200702_jigyouhoukoku.html


事例紹介（予算と決算との対比、財務諸表、法人の基本情報）

36（中小企業基盤整備機構）

（宇宙航空研究開発機構）

財務データの分析にあたり、増
減の結果に加えて、その要因も
記載

https://www.smrj.go.jp/org/info/data/report/frr94k0000000fqm-att/r1_01_jigyohokoku.pdf
https://www.jaxa.jp/about/finance/pdf/finance_r01-03.pdf


事例紹介（参考情報）

37

（都市再生機構）

（福祉医療機構）

公表資料等との関係性を記載

https://www.ur-net.go.jp/news/20200702_jigyouhoukoku.html
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/jigyouhoukoku_r01.pdf
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