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独立行政法人国際協力機構の中期計画の変更理由 

 

第 2 期中期目標期間（平成 19－23 年度）中に生じた積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱いに関し、

独立行政法人国際協力機構法第 31条、同法附則第 4条等の規定に基づき、第 3期中期目標期間（平成 24－28年度）におけ

る業務の財源として充当する金額について、平成 24年 6月 29日付で外務大臣から承認が得られたこと、また、独立行政法

人通則法第 46 条の 2 の規定に基づく不要財産として、平成 24 年 8 月 10 日付で施設整備資金及び留保資金の国庫納付に係

る外務大臣認可が得られたことから、予算、収支計画及び資金計画に係る第 3期中期計画の変更を行ったもの。 
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独立行政法人国際協力機構の第 3 期中期計画新旧対照表 

 

第 3期中期計画（変更前） 第 3期中期計画（変更後） 

 別表1 

予算 

中期目標期間：平成24年度～平成28年度 

（単位：百万円） 

区別    

収入 運営費交付金収入 709,640 

  施設整備費補助金等収入 2,577 

  事業収入 1,711 

  受託収入 7,496 

  寄附金収入 120 

  計 721,544 

      

支出 一般管理費 49,988 

  （うち特殊要因を除いた一般管理費） 49,988 

  業務経費 661,362 

  
（うち特別業務費及び特殊要因を除い

た業務経費） 
656,962 

  受託経費 7,496 

  寄附金事業費 120 

  施設整備費 2,577 

  計 721,544 

 

［注1］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 別表1 

予算 

中期目標期間：平成24年度～平成28年度 

（単位：百万円） 

区別    

収入 運営費交付金収入 709,640 

  施設整備費補助金等収入 2,577 

  事業収入 1,711 

  受託収入 7,496 

  寄附金収入 120 

 前中期目標期間繰越積立金取崩収入 1,043 

  計 722,587 

      

支出 一般管理費 49,988 

  （うち特殊要因を除いた一般管理費） 49,988 

  業務経費 662,405 

  
（うち特別業務費及び特殊要因を除い

た業務経費） 
658,005 

  受託経費 7,496 

  寄附金事業費 120 

  施設整備費 2,577 

  計 722,587 

［注1］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 
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［注2］上記収入中の施設整備費補助金等収入及び支出中の施設整備

費については、平成２４年度以降の施設・整備計画に基づき記載し

ているが、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等に

おいて決定される。 

 [注3]無償資金協力の計画は、閣議により決定されるため、独立行政

法人国際協力機構法（平成１４年法律第１３６号）第１３条第１項

第３号イに規定される業務における贈与資金に関する予算、収支計

画及び資金計画は記載していない。 

［人件費の見積り］ 

 期間中、64,539百万円を支出する。 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超

過勤務手当、休職者給与に相当する範囲の費用である。 

［運営費交付金の算定方法］ ルール方式を採用  

［運営費交付金の算定ルール］別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［注2］上記収入中の施設整備費補助金等収入及び支出中の施設整備

費については、平成２４年度以降の施設・整備計画に基づき記載し

ているが、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等に

おいて決定される。 

 [注3]無償資金協力の計画は、閣議により決定されるため、独立行政

法人国際協力機構法（平成１４年法律第１３６号）第１３条第１項

第３号イに規定される業務における贈与資金に関する予算、収支計

画及び資金計画は記載していない。 

［人件費の見積り］ 

 期間中、64,539百万円を支出する。 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超

過勤務手当、休職者給与に相当する範囲の費用である。 

［運営費交付金の算定方法］ ルール方式を採用  

［運営費交付金の算定ルール］別紙のとおり 
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  別表2 

収支計画 

中期目標期間：平成24年度～平成28年度 

（単位：百万円） 

区別    

費用の部  719,614 

  経常費用 719,614 

  一般管理費 49,422 

  （うち特殊要因を除いた一般管理費） 49,422 

  業務経費 661,362 

  
（うち特別業務費及び特殊要因を除いた

業務経費） 
656,962 

      受託経費 7,496 

      寄附金事業費  120 

     減価償却費 1,213 

 財務費用 0 

 臨時損失 0 

   

収益の部  719,614 

 経常収益 719,375 

     運営費交付金収益 709,073 

     事業収入 1,472 

 受託収入 7,496 

  寄附金収入 120 

  資産見返運営費交付金戻入 1,162 

      資産見返補助金等戻入 52 

  財務収益 238 

  受取利息 238 

  臨時収益 0 

  別表2 

収支計画 

中期目標期間：平成24年度～平成28年度 

（単位：百万円） 

区別    

費用の部  720,656 

  経常費用 720,656 

  一般管理費 49,422 

  （うち特殊要因を除いた一般管理費） 49,422 

  業務経費 662,405 

  
（うち特別業務費及び特殊要因を除いた

業務経費） 
658,005 

      受託経費 7,496 

      寄附金事業費  120 

     減価償却費 1,213 

 財務費用 0 

 臨時損失 0 

   

収益の部  719,614 

 経常収益 719,375 

     運営費交付金収益 709,073 

     事業収入 1,472 

 受託収入 7,496 

  寄附金収入 120 

  資産見返運営費交付金戻入 1,162 

      資産見返補助金等戻入 52 

  財務収益 238 

  受取利息 238 

  臨時収益 0 
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純利益（▲純損失） 0 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 0 

目的積立金取崩額 0 

総利益（▲総損失） 0 

［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純利益（▲純損失） ▲1,043 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,043 

目的積立金取崩額 0 

総利益（▲総損失） 0 

［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 
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 別表3 

資金計画 

中期目標期間：平成24年度～平成28年度 

（単位：百万円） 

区別    

資金支出  736,089 

  業務活動による支出 718,400 

  一般管理費 49,422 

  （うち特殊要因を除いた一般管理費） 49,422 

  業務経費 661,362 

  
（うち特別業務費及び特殊要因を除いた

業務経費） 
656,962 

      受託経費 7,496 

      寄附金事業費  120 

 投資活動による支出 3,144 

 固定資産の取得による支出 3,144 

 財務活動による支出 1,805 

     不要財産に係る国庫納付による支出 1,805 

 国庫納付金による支払額 9,368 

 次期中期目標期間への繰越金 3,371 

   

資金収入  736,089 

 業務活動による収入 718,967 

  運営費交付金による収入 709,640 

  事業収入 1,711 

      受託収入 7,496 

  寄附金収入 120 

 投活動による収入 6,019 

     施設整備費補助金による収入 2,577 

 別表3 

資金計画 

中期目標期間：平成24年度～平成28年度 

（単位：百万円） 

区別    

資金支出  739,639 

  業務活動による支出 719,443 

  一般管理費 49,422 

  （うち特殊要因を除いた一般管理費） 49,422 

  業務経費 662,405 

  
（うち特別業務費及び特殊要因を除いた

業務経費） 
658,005 

      受託経費 7,496 

      寄附金事業費  120 

 投資活動による支出 3,144 

 固定資産の取得による支出 3,144 

 財務活動による支出 4,087 

     不要財産に係る国庫納付による支出 4,087 

 国庫納付金による支払額 10,797 

 次期中期目標期間への繰越金 2,168 

   

資金収入  739,639 

 業務活動による収入 718,967 

  運営費交付金による収入 709,640 

  事業収入 1,711 

      受託収入 7,496 

  寄附金収入 120 

 投資活動による収入 4,343 

     施設整備費補助金による収入 901 
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 固定資産の売却による収入 647 

     貸付金の回収による収入 2,795 

 財務活動による収入 0 

 前中期目標期間からの繰越金 11,103 

［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

以 上 

 固定資産の売却による収入 647 

     貸付金の回収による収入 2,795 

 財務活動による収入 0 

 前中期目標期間からの繰越金 16,329 

［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

以 上 

 


