
機密性２情報

                       法務省司司第３１６号

                       平成３０年６月２２日

日本司法支援センター評価委員会委員長 殿

           法 務 大 臣  上 川 陽 子

日本司法支援センターの第３期中期目標期間に係る積立金の繰越しの

承認について（求意見）

標記について，日本司法支援センターから総合法律支援法（平成１６年法

律第７４号）第４６条第１項の規定に基づき別添のとおり承認の申請があっ

たところ，これを承認したいので，同条第３項の規定に基づき意見を求めま

す。



司 支 財 第 1 0 号  

平成 30 年６月 15 日  

 
法務大臣 上川 陽子 殿 

 
日本司法支援センター   
理事長 板東 久美子   

 
 

承認申請書 

 
平成 29 年度末一般勘定積立金のうちの下記金額を、次の中期目標期間におけ

る業務の財源に充てることについて、ご承認くださいますようお願いします。 

 

 

記 

 

承認を受けようとする金額   ：628,458,548 円 

 

財源に充てようとする業務の内容： 
①棚卸資産及び前払費用の簿価相当額への充当 

       ②業務統合管理システムの開発遅延による構築費等の未執行分 

 
 
 
 
添付書類 

 
１．平成 29 年度貸借対照表 

 

２．平成 29 年度損益計算書 

 

３．承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 



一般勘定 （単位:円）
資産の部

流動資産
現金及び預金 5,565,653,940
貯蔵品 5,961,572
前払費用 91,292,285
未収金 546,151,014

貸倒引当金 △ 342,951,854 203,199,160
民事法律扶助立替金 29,534,678,584

貸倒引当金 △ 21,140,001,336 8,394,677,248
流動資産合計 14,260,784,205

固定資産
有形固定資産

建物 1,093,096,344
建物減価償却累計額 △ 580,367,583 512,728,761

工具器具備品 789,079,539
工具器具備品減価償却累計額 △ 405,083,751 383,995,788

有形固定資産合計 896,724,549
無形固定資産

電話加入権 10,952
ソフトウェア 881,031,612
その他の無形固定資産 176,735,927

無形固定資産合計 1,057,778,491
投資その他の資産

破産更生債権等 10,755,662,494
貸倒引当金 △ 10,755,662,494 0

敷金・保証金 149,112,654
投資その他の資産合計 149,112,654
　　固定資産合計 2,103,615,694
　　　　資産合計 16,364,399,899

負債の部
流動負債

預り寄附金 24,846,223
未払金 3,879,372,314
未払費用 5,842,722
前受金 169,205,055
預り金 187,353,868
リース債務 242,535,723

流動負債合計 4,509,155,905
固定負債

資産見返負債
資産見返運営費交付金 9,175,315,032
資産見返物品受贈額 3,917,889 9,179,232,921

長期預り金 100,000,000
長期預り寄附金 48,231,141
長期リース債務 860,404,361
資産除去債務 198,517,840

固定負債合計 10,386,386,263
　　負債合計 14,895,542,168

純資産の部
資本金

政府出資金 351,000,000
資本金合計 351,000,000

資本剰余金
資本剰余金 40,175,280

資本剰余金合計 40,175,280
利益剰余金

積立金 21,596,745
当期未処分利益 1,056,085,706
（うち当期総利益） （ 1,056,085,706 ）

利益剰余金合計 1,077,682,451
純資産合計 1,468,857,731
　　負債及び純資産合計 16,364,399,899

貸   借   対　 照　 表
（平成３０年３月３１日）



一般勘定 （単位：円）

経常費用

業務費

契約弁護士報酬 3,530,989,894

人件費 4,470,711,735

貸倒引当金繰入額 4,402,436,244

貸倒損失 938,685,823

減価償却費 66,568,254

その他 401,873,412 13,811,265,362

一般管理費

人件費 1,152,729,367

不動産賃借料 1,096,294,254

業務委託費 300,793,016

通信運搬費 196,142,761

広告宣伝費 110,064,219

減価償却費 217,035,977

その他 578,944,425 3,652,004,019

財務費用

支払利息 9,773,784 9,773,784

国選弁護人確保業務等勘定への繰入 303,583,542

経常費用合計 17,776,626,707

経常収益

運営費交付金収益 10,322,438,356

民事法律扶助事業収益 653,763,458

有償受任事業収益 221,987,845

日弁連受託事業収益 1,686,069,704

その他事業収益 22,486,563

寄附金収益 46,082,325

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 5,302,173,235

資産見返物品受贈額戻入 1,107,341 5,303,280,576

財務収益

受取利息 119,078 119,078

雑益 45,253,817

経常収益合計 18,301,481,722

経常利益 524,855,015

臨時利益

運営費交付金精算収益化額 531,230,691

臨時利益合計 531,230,691

当期純利益 1,056,085,706

当期総利益 1,056,085,706

損　益　計　算　書
(平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）



①　棚卸資産及び前払費用の簿価相当額への充当

（単位：円）

うち一般会計 うち復興特会

　棚卸資産（貯蔵品） 　郵券等 5,935,572 5,863,096 72,476

　前払費用 　事務所賃借料等 91,292,285 91,088,133 204,152

97,227,857 96,951,229 276,628

（単位：円）

うち一般会計 うち復興特会

370,898,244 370,898,244 0

160,332,447 160,332,447 0

531,230,691 531,230,691 0

628,458,548 628,181,920 276,628合　計　（　①　＋　②　）

内　容 未執行額

３．承認を受けようとする金額の内訳表

②　業務統合管理システムの開発遅延による構築費等の未執行分

　業務統合管理システム等の再構築
　委託契約に係るシステム設計・開
　発・移行作業等経費

　第三世代インフラ共通基盤の構築
　委託契約に係る構築作業等経費

計

計

費　目 内　容
平成29年度末残高

（繰越分）


