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漁船再保険及漁業共済保険特別会計（勘定合算） 平成17年度省庁別財務書類の概要 

 

 

 

１．作成目的 

漁船再保険及漁業共済保険特別会計の財務

状況を開示。 

２．作成方法 

「平成１７年度省庁別財務書類の作成指針」に
基づき作成。 

 

資産合計は約１３億円の減少、負債合計は約
２１億円の減少、資産・負債差額は約７億円の
改善、業務費用は約２７億円の減少となった。 

主な要因は、資産の減少については、漁船
普通保険勘定における平成１１年９月末日まで
に国が引き受けた満期保険再保険金の支払
等、負債の減少については、漁船普通保険勘
定における満期保険責任準備金の減少等、業
務費用の減少については、漁船普通保険勘定
における次年度繰越満期保険責任準備金の減
少等によるものである。 
 
 

 

＜主な増減内容＞ 

１．貸借対照表 

（資産） 

現金・預金…満期保険再保険金 

支払等 △9 億円 

歳入・歳出差額の 

減少 △3 億円 

その他           △0 億円 

（負債） 

支払備金 △8 億円 

責任準備金  △10 億円 

その他                      △3 億円 

２．業務費用計算書 

漁業再保険費等 △4 億円 

補助金等                  △1 億円 

次年度繰越責任準備金 △10 億円 

次年度繰越支払備金           △8 億円 

その他                   △3 億円 

３．資産・負債差額増減計算書 

本年度業務費用合計と財源合計との差額（財源超過） 

 +７億円 

４．区分別収支計算書 

財源  …一般会計からの受入等 △6 億円 

業務支出…補助金等 △6 億円 

 
（注） 業務費用計算書における補助金等のうち、漁
船普通保険勘定については、漁船保険組合事務費
補助金及び保険料国庫負担にかかる交付金、漁業
共済保険勘定においては、共済掛金国庫負担に係る
交付金の額、業務勘定においては、漁業協同組合事
務費交付金の額を計上している。 

 業務費用計算書 (単位:十億円）

 前年度 17年度 増減

漁業再保険費等 4 4 △0

補助金等 14 14 △0

次年度繰越責任準備金 2 1 △1

次年度繰越支払備金 10 10 △0

次年度繰越未経過（再）保険料 1 1 △0

その他の業務費用 0 0 △0

  

  

  

  

  

  

  

  

本年度業務費用合計 34 32 △2

 

資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 前年度 17年度 増減 

前年度末資産・負債差額 △16 △18 △2 

本年度業務費用合計 (A) △34 △32 2 
財源合計 (B) 32 32 0 

自己収入 17 18 0 

他会計からの受入 15 14 △0 

無償所管換等 △0 - 0 

本年度末資産・負債差額 △18 △17 0 

（参考） (A) + (B) △2 0 2 
 

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 前年度 17年度 増減 

業務収支 0 0 △0 
 財源 17 16 △0 

 業務支出 △17 △16 0 

財務収支 - - - 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 0 0 △0 

資金からの受入等 1 0 △0 

翌年度歳入繰入 1 0 △0 

本年度末資金残高 17 16 △0 

   

本年度末現金・預金残高 19 17 △1 

 

 

（カッコ内は前年度からの増減額） 

（貸借対照表） 
・現金・預金 １７７億円 （△12 億円） 

漁船普通保険勘定    １１４億円 （△9 億円） 
漁船特殊保険勘定      ４４億円 （△0 億円） 
漁船乗組員給与保険勘定 １２億円  （+0 億円） 
漁業共済保険勘定      ６億円 （△3 億円） 
業務勘定            ０億円 （△0 億円） 
 

（業務費用計算書） 
・補助金等           １４４億円  （△1 億円） 

漁船普通保険勘定     ６６億円 （△2 億円） 
漁業共済保険勘定      ７１億円  （+1 億円） 

業務勘定               ５億円 （△0 億円） 

 

省庁別財務書類について 

平成 17 年度について 

主な増減内容 

留意点 

主な残高の内訳 

 貸 借 対 照 表 (単位:十億円） 

 前年度 17年度 増減 前年度 17年度 増減 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 19 17 △1 支払備金 10 10 △0 

その他の資産 0 0 △0 未経過（再）保険料 1 1 △0 

  責任準備金 2 1 △1 

  他会計繰戻未済金 22 22 - 

  その他の負債 0 0 △0 

  

  

 

 

 

 

 

 

  負債合計 37 35 △2 

  ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

  資産・負債差額 △18 △17 0 

     

     

     

資産合計 19 17 △1 負債及び資産・負債差額合計 19 17 △1 


