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国営土地改良事業特別会計の概要

　１．根拠法

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条の２

国営土地改良事業特別会計法（昭和３２年法律第７１号）

　２．設置目的

国営土地改良事業特別会計は、土地改良法により国が行う土地改良事業（国営土地改良事

業）の工事等に関する経理を行うもので、土地改良事業の工事に要する費用のうち、都道府県

及び受益者の負担部分については、財政融資資金からの借入金等で賄うこととしており、借入

金等の償還には、都道府県及び受益者からの負担金を充てることとしていること等から、各工

事別に区分して経理を明確化することにより、負担金の徴収の確保及び負担の公平を期する

ため、昭和３２年に設置されたものである。

　３．経理対象

１） 土地改良法により国が行う土地改良事業（国営かんがい排水事業、国営総合農地防災

事業、国営農用地再編開発事業及び土地改良施設の管理など）の工事

２） 土地改良事業の工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基づき施行するも

の（受託工事）

３）    土地改良事業に関する調査で国が行うもの（直轄調査）
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国営土地改良事業特別会計の主な資金の流れ（平成１６年度決算）

歳 入 （５，２９８億円） 歳 出 （５，１１５億円）

(注) 単位未満は切り捨てのため合計額は決算額と一致しない。

前年度剰余金受入
３８１億円

（国営特会法第２１条）

国債整理基金特別会計へ繰入
１，３８５億円

（国営特会法第３条・第６条）

借　入　金
３６０億円

（国営特会法第３条・第１４条）

土地改良事業費

３，１２４億円

（国営特会法第３条）

一般会計へ繰入
４７８億円

（国営特会法第３条・第６条）

受
益
者
等

都
道
府
県

一般会計より受入

２，５４２億円

（国営特会法第３条・第５条）

土地改良事業費
負担金等収入

１，７１１億円

（国営特会法
　　　　　　第３条）

受託工事費受入
９８億円

（国営特会法第３条）

雑　収　入
１７億円

（国営特会法第３条）

受託工事費
９８億円

（国営特会法第３条）
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償
　
　
還

土地改良事業費負担金等収入
１５７億円

（国営特会法第３条）

産業投資特別会計へ繰入
２９億円

 （国営特会法附則第３項）

改革推進公共投資事業償
還金財源一般会計より受入

２９億円
（国営特会法附則第４項）
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国営土地改良事業の実施方式

１．一般型国営土地改良事業

① 平成１１年度以降着工地区
事業費のうち国庫負担分及び受益者負担分は一般会計からの繰入金を、都道府県が自ら負

担する部分は事業実施年度に支払われる負担金を充てる。

一　　　　　　　般　　　　　　　会 　　　　　　計

繰 負 の 繰

入 担 繰 入

金 金 入 金

（国庫負担分） （受益者負担分） （都道府県負担分）

国 　営　　土　　地 　改 　良 　事 　業 　特 　別 　会 　計

受益者負担金 負 負  　　 　 都道府県負担金

　　　　事業完了年度の翌年度から１７年 担 担 　　　　　事業実施年度支払

　　　　（据置２年）元利均等償還　他 金 金

負　担　金 （受益者分） （都道府県分）

受益者 都 　道 　府　　県

② 平成１０年度以前着工地区
事業費のうち国庫負担分及び受益者負担分は一般会計からの繰入金を、都道府県が自ら負

担する部分は借入金を充てる。

一　　　　　　　般　　　　　　　会 　　　　　　計 財 政 融 資 資 金

繰 負 の 繰 借 借入金の償還 借の

入 担 繰 入 入 　　１３年（据置３年） 入償

金 金 入 金 金 　　元利均等償還　他 金還

（国庫負担分） （受益者負担分） （都道府県負担分）

国 　営　　土　　地 　改 　良 　事 　業 　特 　別 　会 　計

受益者負担金 負 　　　都道府県負担金 負

　　　　事業完了年度の翌年度から１７年 担 　　　　　　実施の翌年度から１３年 担

　　　　（据置２年）元利均等償還　他 金 　　　　　　（据置３年）元利均等償還 金

負　担　金 （受益者分） （都道府県分）

受益者 都 　道 　府　　県

２．特別型国営土地改良事業

事業費のうち国庫負担分は一般会計からの繰入金を、都道府県が自ら負担する部分及び受益
者負担分は借入金を充てる。

一　　　　　　般　　　　　　会　　　　　　計 財 政 融 資　資　金

繰 借 借入金の償還 借の

入 入 　　　２５年（据置７年） 入償

金 金 　　　元金均等償還 金還

（国庫負担分） （都道府県分及び受益者分）

国 　営　　土　　地 　改 　良 　事 　業 　特 　別 　会 　計

　　　負担金 負

　　　　　　事業完了年度の翌年度から１７年 担

　　　　　　（据置２年）元利均等償還　他 金

負　担　金 （都道府県分及び受益者分）

受益者 都 　道 　府　　県

３．複合型国営土地改良事業

一般型と特別型を併せて行う事業で、特定工事（特に完了の促進を図る工事として特定された
一部の工事）を特別型により、特定工事以外を一般型により実施する。
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平成１６年度歳入歳出決算の概要

（単位：百万円）

歳　　　　入 歳　　　　出

一般会計より受入 254,272 土地改良事業費 179,234

改革推進公共投資事業償還金財源一
般会計より受入 2,930 北海道土地改良事業費 89,360

借入金 36,060 離島土地改良事業費 6,853

受託工事費受入 9,819 沖縄土地改良事業費 9,750

土地改良事業費負担金収入 186,832 農業用施設災害復旧事業費 290

特別徴収金収入 66 受託工事費 9,638

雑収入 1,751 土地改良事業工事諸費 26,814

前年度剰余金受入 38,118
土地改良事業費負担金等収入一般会計
へ繰入 47,804

改革推進公共投資事業償還金産業投資
特別会計へ繰入 2,930

国債整理基金特別会計へ繰入 138,507

改革推進公共投資土地改良事業費 350

沖縄北部特別振興対策特定開発事業推
進費 12

予備費 －

計 511,547

工事別の区分により翌年度の歳入に繰り
入れる額 18,305計 529,852

※　本年度における事業実施地区数は次のとおりである。

農林水産省 北海道 離　島 沖　縄 合　計

国営かんがい排水事業 170 198 7 8 383

畑地帯総合土地改良パイロット事業 － 9 － － 9

国営総合農地防災事業 22 10 － － 32

国営造成施設管理 4 2 － － 6

国営農用地再編開発事業 69 83 1 － 153

農業用施設災害復旧事業 1 46 － － 47

合　　　計 266 348 8 8 630

（注）　上記の地区には、負担金徴収等の地区を含む。
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国営土地改良事業特別会計

平成１６年度財務書類
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計

貸　借　対　照　表

会計名：国営土地改良事業特別会計

（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度

（平成16年3月31日） （平成17年3月31日） （平成16年3月31日） （平成17年3月31日）

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞

現金・預金 38,118 18,305 未払金 153 103

未収金 1,014,922 961,623 未払費用 176 153

未収収益 171 151 賞与引当金 1,529 1,508

前払金 12 12 借入金 909,201 838,199

　貸倒引当金 △ 10 △ 4 退職給付引当金 41,902 41,552

有形固定資産 5,520,444 5,579,378 他会計繰戻未済金 190,052 190,193

　国有財産（公共用財産を除く） 23,201 22,059

　　土地 12,669 12,277

　　立木竹 6 6

　　建物 7,979 7,457

　　工作物 2,521 2,297

　　船舶 24 21

　公共用財産 5,496,142 5,556,277

　　公共用財産用地 330,625 337,967

　　公共用財産施設 5,098,024 5,147,639 負債合計 1,143,014 1,071,711

　　建設仮勘定 67,493 70,671

　物品 1,100 1,041 ＜ 資産・負債差額の部 ＞

無形固定資産 881 741

出資金 81 81 資産・負債差額 5,431,606 5,488,577

資産合計 6,574,621 6,560,289 負債及び資産・負債差額合 6,574,621 6,560,289
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業務費用計算書

会計名：国営土地改良事業特別会計

（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度

自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日

至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

人件費 56 22

賞与引当金繰入額 437 △0

退職給付引当金繰入額 △ 1,279 △ 48

換地精算費 371 43

受託工事費 15,807 9,537

精算還付金 － 2,055

施設整備費 67,679 35,407

一般会計への繰入 78 118

庁費等 222 108

その他の経費 228 183

減価償却費 206,259 212,840

貸倒引当金繰入額 － △ 6

支払利息 35,760 31,446

　本年度業務費用合計 325,623 291,709
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資産・負債差額増減計算書

会計名：国営土地改良事業特別会計

（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度

自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日

至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

Ⅰ前年度末資産・負債差額 5,356,000 5,431,606

Ⅱ本年度業務費用合計 △ 325,623 △ 291,709

Ⅲ財源 401,229 348,369

　　１　自己収入 141,927 144,972

　　　　　負担金収入 86,004 99,882

　　　　　負担金収入利息 37,640 33,452

　　　　　特別徴収金収入 4 66

　　　　　雑収入 2,042 1,751

　　　　　受託工事費受入 16,235 9,819

　　２　他会計（勘定）からの受入 259,302 203,397

　　　　　一般会計からの受入 281,716 254,272

　　　　　他会計繰越未済金への振替 △ 22,414 △ 50,875

Ⅳ無償所管換等 － 311

Ⅴ本年度末資産・負債差額 5,431,606 5,488,577
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区　分　別　収　支　計　算　書

会計名：国営土地改良事業特別会計
（単位：百万円）

　前　会　計　年　度 　本　会　計　年　度
自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日
至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

Ⅰ 業務収支
1 財源

負担金収入 184,460 153,379
負担金収入利息 37,640 33,452
特別徴収金収入 4 66
雑収入 2,042 1,751
受託工事費受入 16,235 9,819
他会計からの受入 281,716 257,203
前年度剰余金受入 33,111 38,118

財源合計 555,211 493,791

2 業務支出
(1) 業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 56 △ 26
換地精算費 △ 371 △ 43
受託工事費 △ 15,807 △ 9,537
精算還付金 － △ 2,055
施設整備費 △ 67,679 △ 35,408
一般会計への繰入 △ 68,391 △ 50,853
庁費等の支出 △ 222 △ 108
その他の支出 △ 228 △ 183

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 152,758 △ 98,216

(2) 施設整備支出
施設整備に係る支出 △ 263,745 △ 274,822

施設整備支出合計 △ 263,745 △ 274,822

業務支出合計 △ 416,503 △ 373,039

業務収支 138,707 120,752

Ⅱ 財務収支
借入による収入 42,002 36,060

新規借入金 41,507 36,060
借換借入金 495 －

借入金の返済による支出 △106,830 △ 107,061
利息の支払額（財政融資資金） △35,760 △ 31,446

財務収支 △100,589 △ 102,447

本年度収支 38,118 18,305

翌年度歳入繰入 38,118 18,305
うち翌年度への繰越事業費財源繰入 12,407 8,170

本年度末現金・預金残高 38,118 18,305
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注　記（平成１６年度）

Ⅰ．重要な会計方針

１．有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産の減価償却方法
①建　物
②工作物
③船　舶

定率法による償却
④公共用財産

公共用財産施設　耐用年数３５年で定額法により減価償却
⑤物　品

定額法による償却

（２）無形固定資産の減価償却方法
①ソフトウェア

５年の定額法により計上

２．引当金の計上方法

（１）貸倒引当金
不納欠損を生じている雑入等債権について、不納欠損額を計上。

（２）賞与引当金
｛期末手当当初予算額×（Ａ）／（Ｂ）×（Ｃ）｝＋｛勤勉手当当初予算額×（Ｄ）／（Ｅ）×（Ｆ）｝
により算出
（Ａ） ６月支給の期末手当の支給割合
（Ｂ） 期末手当の年間支給割合
（Ｃ） ６月支給の期末手当は１２月２日から６月１日までの間のうち在職期間に応じて支給さ

れるため、６月支給分のうち４／６を引当金計上する。
（Ｄ） ６月支給の勤勉手当の支給割合
（Ｅ） 勤勉手当の年間支給割合
（Ｆ） ６月支給の勤勉手当は１２月２日から６月１日までの間のうち在職期間に応じて支給さ

れるため、６月支給分のうち４／６を引当金計上する。

（３）退職給付引当金
勤続年数別に「職員数×平均給与×自己都合退職の支給率」により計上。

Ⅱ．重要な会計方針の変更

①　国家公務員災害補償年金に係る引当金
従来、国家公務員災害補償年金に係る引当金（退職給与引当金）については、平均給与の上昇

率を２．５％、割引率４．０％として算出していたが、本年度より、平均給与の上昇率を２．１％、割引
率を３．２％として算出している。

この変更は、平均給与の上昇率及び割引率の指標としている厚生年金及び国民年金の財政再計
算で用いられている長期的な賃金上昇率及び長期的な運用利回りが変更されたことに伴い行ったも
のである。

②　恩給に係る引当金
従来、恩給給付費に係る退職給付引当金繰入額については、恩給給付費に係る退職給付引

当金の前年度末残高と当年度末残高の差額を計上していましたが、本年度より、文官恩給費特
別会計負担金を一般会計へ繰入れた時に退職給付引当金の取崩しを行い、年度末に当年度
末残高との差額を退職給付引当金繰入額として計上しています。この変更は、恩給給付費に係
る退職給付引当金繰入額の算定方法が差額補充法に統一されたことによるものです。
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  また、従来割引率を４．０％として算出していましたが、本年度より３．２％として算出していま
す。この変更は、割引率の指標としている厚生年金及び国民年金の財政再計算で用いられて
いる長期的な賃金上昇率及び長期的な運用利回りが変更されたことに伴うものです。

  この変更により、前会計年度の退職給付引当金が５百万円増加、本年度末資産・負債差額が５
百万円減少、退職給付引当金繰入額及び本年度業務費用合計が５百万円増加している。

③　計上科目の変更
  平成１５年度省庁別財務書類において、地方公共団体工事費負担金を「他会計繰戻未収金」

として計上しておりましたが、平成１６年度から「未収金」に計上することとしました。

Ⅲ．翌年度以降支出予定額

①　歳出予算の繰越
翌年度への繰越債務額　　　　１８，５８０百万円

②　国庫債務負担行為
翌年度以降への繰越債務額　　　　１０３，４４３百万円

Ⅳ．追加情報等

１．出納整理期間
当特別会計は、出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了

した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

２．業務費用計算書における引当金の戻入の計上
   「賞与引当金繰入額」において、賞与引当金の戻入百万円を計上している。
   「退職給付引当金繰入額」において、退職給付引当金の戻入４８百万円を計上している。
   「貸倒引当金繰入額」において、貸倒引当金の戻入６百万円を計上している。

３．各財務書類における表示科目の内容
（１）貸借対照表における表示科目の内容等

　「現金・預金」には、当年度における歳入歳出決算上の剰余金を計上している。
「未収金」には、「土地改良法」第９０条第１項等の規定による国営土地改良事業特別会

計に納付される国営土地改良負担金債権額で、「国営土地改良事業特別会計法」第６条第
１項の規定により一般会計へ繰入れることとなっている当年度末の額及び「国営土地改良
事業特別会計法」第６条第４項の規定による国債整理基金特別会計へ繰入れることとなっ
ている当年度末の額及び消費税の還付金等を計上している。

「未収収益」には、国営土地改良事業負担金に係る当年度発生未収利息の額を計上して
いる。
　「前払金」には、自賠責保険料を計上している。
　「貸倒引当金」には、当年度末の債権に係る回収不能見込額を計上している。
　「土地」には、事務所及び宿舎等に係る土地を計上している。
　「立木竹」には、事務所及び宿舎等の敷地内に係る立木竹を計上している。
　「建物」には、事務所及び宿舎等を計上している。
　「工作物」には、事務所及び宿舎等に係る門扉等の工作物を計上している。
　「船舶」には、事務所において工事施行に必要な船舶を計上している。
　「公共用財産用地」には、土地改良施設の用地の取得価格を計上している。
　「公共用財産施設」には、土地改良施設に係る価格を計上している。
　「建設仮勘定」には、未完成の工事等に係る前払金相当額を計上している。

「物品」には、取得価格又は見積額が５０万円以上の重要物品について減価償却を行い、
当該減価償却費相当額を控除した後の額を計上している。
　「無形固定資産」には、電話加入権及びソフトウェアを計上している。
　「出資金」には、独立行政法人北海道開発土木研究所に出資した額を計上している。
　「未払金」には、支出未済繰越額を計上している。

「未払費用」には、借入金に対して発生した支払利息で、支払日が到来していないものの
額を計上している。
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　「賞与引当金」には、期末手当、勤勉手当の当期負担額を計上している。
　「借入金」には、当年度末の債務残高を計上している。

「退職給付引当金」には、退職給与引当金等で当年度末に発生していると認められる額を
計上している。

「他会計繰戻未済金」には、国営土地改良事業負担金収入に係る一般会計への繰入未
済金及び産業投資特別会計への繰入未済金を計上している。
　「資産・負債差額」には、年度末の資産と負債との差額を計上している。

（２）業務費用計算書における表示科目
　「人件費」には、受託工事に係る工事諸費のうち超過勤務手当を計上している。
　「賞与引当金繰入額」には、期末手当、勤勉手当の当期負担額を計上している。

「退職給付引当金繰入額」には、前年度末引当金から当年度支払金を差し引き、当年度
末引当金から前年度末引当金との差額を繰入額して計上している。

「換地清算費」には、国が行う農用地造成事業等において国が支払いすることとなる精算
金を計上している。

「受託工事費」には、土地改良工事の施行上、密接な関連のある工事で国が委託に基づ
いて施行した工事費を計上している。
　「精算還付金」には、地方公共団体等工事費負担金の精算還付金を計上している。
　「施設整備費」には、施設整備のうち資産計上されない額を計上している。

「一般会計への繰入」には、工事諸費及び受託工事に係る一般会計へ繰入する額を計上
している。
　「庁費等」には、受託工事に係る工事諸費のうち庁費、工事雑費を計上している。
　「その他の経費」には、単独の表示科目以外に発生した費用を計上している。

「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上してい
る。

「貸倒引当金繰入額」には、当年度末の債権に係る回収不能見込額の増加額を計上して
いる。

「支払利息」には、「国営土地改良事業特別会計法」第６条第４項の規定による借入金の
償還のために国債整理基金特別会計への繰入金のうち利子償還額を計上している。

（３）資産・負債差額増減計算書における表示科目
「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の資産・負債差額を計上してい

る。
　「本年度業務費用合計」には、当年度業務費用合計を計上している。

「負担金収入」には、平成１１年度以降新規着工地区の負担金収入及び当年度発生負担
金債権額を計上している。

「負担金収入利息」には、国営土地改良事業負担金収入額のうち利子相当額を計上して
いる。

「特別徴収金収入」には、国営土地改良事業の施行区域内にある土地について、事業完
了の公告の日以後８年以内に農業以外の用途に転用した場合の回収金収入を計上してい
る。
　「雑収入」には、事業遂行のために取得した建物及び物件の貸付料収入を計上している。

「受託工事費受入」には、土地改良工事の施行上、密接な関連のある工事で国が委託に
基づいて施行した工事に要した費用で、委託者から納付された受入額を計上している。
　「一般会計からの受入」には、一般会計からの受入額を計上している。

「他会計繰り戻し未済金へ振替」には、本年度の一般会計からの繰入金のうち受益者負
担部分については、事業完了後に負担金として回収し、一般会計へ償還するため、その予
定額を計上している。

「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の資産・負債差額を計上してい
る。

（４）区分別収支計算書における表示科目
「負担金収入」には、国営土地改良事業負担金収入額のうち借入金利子相当額を除いた

額を計上している。
「負担金収入利息」には、国営土地改良事業負担金収入額のうち借入金利子相当額を計

上している。
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「特別徴収金収入」には、国営土地改良事業の施行区域内にある土地について、事業完
了の公告の日以後８年以内に農業以外の用途に転用した場合の回収金収入を計上してい
る。
　「雑収入」には、事業遂行のために取得した建物及び物件の貸付料収入を計上している。

「受託工事費受入」には、土地改良工事の施行上、密接な関連のある工事で国が委託に
基づいて施行した工事に要した費用で、委託者から納付された受入額を計上している。

「他会計からの受入」には、「国営土地改良事業特別会計法」第５条第１項の規定による
一般会計からの受入額及び「日本電信電話株式会社の売払収入の活用による社会資本の
整備の促進に関する特別措置法」第７条第６項の規定による産業投資特別会計からの受
入額を計上している。

「前年度剰余金受入」には、「国営土地改良事業特別会計法」第２１条の規定による前年
度の決算上の剰余金の受入額を計上している。
　「人件費」には、受託工事に係る工事諸費のうち超過勤務手当を計上している。

「換地清算費」には、国が行う農用地造成事業等において国が支払いすることとなってい
る精算金を計上している。

「受託工事費」には、土地改良工事の施行上、密接な関連のある工事で国が委託に基づ
いて施行した工事費を計上している。
　「精算還付金」には、地方公共団体等工事費負担金の精算還付金を計上している。
　「施設整備費」には、施設整備のうち資産計上されない額を計上している。

「一般会計へ繰入」には、工事諸費、受託工事及び負担金収入に係る一般会計へ繰入を
計上している。
　「庁費等の支出」には、受託工事に係る工事諸費のうち庁費、工事雑費を計上している。
　「その他の支出」には、表示科目以外に発生した支出額を計上している。
　「施設整備に係る支出」には、施設整備のうち資産計上される額を計上している。
　「借入による収入」には、当年度における借入金の借入額を計上している。

「借入金の返済による支出」には、「国営土地改良事業特別会計法」第６条第４項の規定
による借入金の償還のために国債整理基金特別会計への繰入金のうち元本償還額を計上
している。

「利息の支払額（財政融資資金）」には、「国営土地改良事業特別会計法」第６条第４項の
規定による借入金の償還のために国債整理基金特別会計への繰入金のうち利子償還額を
計上している。

４．単位未満の計数の切り捨て及び100万円未満の計数の表示
金額の単位は100万円単位とし、単位未満は切り捨てているため、合は一致しないことがあ

る。
100万円未満の計数がある場合には「０」で表示し、該当計数が皆無の場合には「－」で表示

している。
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権

算

附属明細書（平成１６年度）

１．貸借対照表項目に関する明細

(1) 資産項目の明細

 ① 未収金の明細 （単位：百万円）

内　　　容 相手先 本年度末残高
損害賠償金債権 個人等 8
物件使用料債権 民間会社 0
還付消費税 国 202
公共事業費地方負担金債 地方公共団体 961,412

合　　　計 961,623

 ② 固定資産の明細 （単位：百万円）

区　　　　　分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度減価償却額
評価差額

（本年度発生分） 本年度末残高

有形固定資産 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
国有財産 23,201 1,085 1,677 548                  22,059

土地 12,669 881 1,273 12,277
立木竹 6 0 0 6
建物 7,979 92 266 347 7,457
工作物 2,521 109 134 199 2,297
船舶 24 1                      3                      2 21

公共用財産（土地改良） 5,496,142 467,267 195,436 211,695 5,556,277
公共用財産用地 330,625 10,300 2,958 337,967
公共用財産施設 5,098,024 410,078 148,767 211,695 5,147,639
建設仮勘定 67,493 46,888 43,710 70,671

物品 1,100 249 19 289                  1,041
小　　　計 5,520,444 468,603 197,134 212,534 5,579,378

無形固定資産 #REF!
電話加入権 91 0 91
ソフトウェア 790 165 306 649

小　　　計 881 166 306 741
合　　　計 5,521,325 468,769 197,134 212,840 5,580,120

 ③ 出資金の明細
・出資金の増減の明細 （単位：百万円）

種　　　類 前年度末残高 評価差額の戻入 本年度増加額 本年度減少額
評価差額

（本年度発生分） 強制評価減 本年度末残高

市場価格のないもの 81                      － － － － － 81

・市場価格のない出資金の純資産額等の明細 （単位：百万円）

出　資　先
出資金額

（国有財産台帳価格）
資産
（Ａ）

負債
（Ｂ）

純資産額
（Ｃ＝Ａ－Ｂ）

資本金
（Ｄ）

特別会計からの出資額
（Ｅ）

出資割合
（Ｆ＝Ｅ／Ｄ）％

額
（Ｇ＝Ｃ×Ｆ） 貸借対照表計上額 使用財務諸表

独立行政法人
北海道開発土木研究所 81 9,744 1,575 8,169 7,599           81 １％ 88 81 法定財務諸表

(2) 負債項目の明細

 ① 未払金の明細 （単位：百万円）

内　　　容 相手先 本年度末残高
児童手当 個　　人 11
公務災害補償費 個　　人 0
恩給に 個　　人かかる未払金 0
未払消費税 国 91

合　　　計 103

 ② 借入金の明細 （単位：百万円）

借入先 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高
財政融資資金（長期） 909,201 36,060 107,061 838,199

２．資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細

(1)無償所管換等の明細 （単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換の理由
国有財産の受入 財務省 0 建物等
整理資源に係る財政再計 310

計 311
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参考情報（平成１６年度）

・機会費用に関する情報

産業投資特別会計から改革推進公共投資事業として無利子の財源として受け入れた受入金に
係る機会費用は以下のとおりです。
　 なお、算定利回りは、当該年度末における１０年利付国債利回りとなっております。

58,623百万円（「改革推進公共投資事業財源受入額」の年度末残高）×1.320％＝773百万円
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