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国有林野事業特別会計（勘定合算） 平成17年度省庁別財務書類の概要 

４４７７７７７７７７７４ 
 

 

１．作成目的 

国有林野事業特別会計の財務状況を開示 

２．作成方法 

「省庁別財務書類の作成基準」に基づき作
成。 

 

 資産・負債差額は、資産合計の 305 億円増加、

負債合計の 527 億円減少により、832 億円増加

し、業務費用は 82 億円増加しました。 
 資産・負債の主な増加要因は、資産において、

土地、立木等の国有財産が 116 億円、公共用財

産が 94 億円増加したこと、一方、負債において

も、退職給付引当金が 189 億円減少したことや

他会計繰戻未済金である産業投資特別会計へ

の繰戻未済金前年度残高 271 億円が本年度中

に全額繰り戻しされたこと等によるものです。 

 また、業務費用の主な増加要因は、地方公共

団体に対する補助金等が 192 億円減少したもの

の、整理資源に係る引当金等の増加による退職

給付引当金繰入額が230億円、立木原価等の増

加による経営費が 41 億円増加したこと等による

ものです。 

 

１．貸借対照表 

（資産） 

現金・預金… 剰余金の増加         ＋119 億円 

貸付金  …  対都道府県           △24 億円 

国有財産…  立木竹の増加        ＋245 億円 

            建物の減少             △30 億円

            工作物の減少           △76 億円

公共用財産…公共用財産施設の増       ＋86 億円

 （負債） 

他勘定繰戻未済金… 

      産業投資特別会計へ全額繰戻したため 

△271 億円

２．業務費用計算書 

退職給付引当金繰入額… 

整理資源に係る引当金の増加     ＋166 億円

国家公務員災害補償年金に係る引当金の増加  

＋69 億円

補助金等…前年度に比べ交付が少なかったため 

                                   △192 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      ＋827 億円

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期純利益」に相当 

４．区分別収支計算書 

財源  … 林野等売払収入              △61 億円 

        貸付金の回収による収入      △159億円

        一般会計からの受入         ＋97 億円 

        前年度剰余金受入           ＋20 億円

業務支出…人件費                   △69 億円

補助金等                △236 億円

        公共用財産施設に係る支出   ＋123 億円

財務収支…借入金による収入            ＋193億円

借入金の返済による支出     ＋193 億円

        利息の支払額              △18 億円

 
貸借対照表 

現金・預金…当年度における歳入歳出決算の剰余金、及び契約保証金 
未収金等…収納未済額、及び延納金 
公共用財産…治山事業等により施行された治山ダム土留等の治山施設、及び未完成の工事等に係る前払金 
未払金等…支出未済繰越額、翌年度支出予定の補助金の額等、及び契約保証金 
未払費用…借入金に対して発生した支払利子で、支払日が到来していないもの 

業務費用計算書 
  経営費…立木原価、生産費用等の経営費、調査経費等の販売費、研修費用、営繕費用等の一般管理費、及び事務費 

補助金等…地方公共団体へ交付した補助金等 
治山施設整備費…直轄治山事業に係る施設整備費 
支払利息…借入金に係る支払利子の額 

資産・負債差額計算書 
自己収入…林産物収入、林野等売払収入、貸付料等収入、及び地方公共団体工事費負担金収入 
他会計からの受入…一般会計からの受入 

 業務費用計算書 (単位:十億円） 

 前年度 17年度 増減

人件費 34 34 △0

賞与引当金繰入額 3 3 △0

退職給付引当金繰入額 △19 3 23

経営費 36 40 4

補助金等 111 92 △19

治山施設整備費 6 6 0

支払利息 17 16 △0

減価償却費 42 44 1

資産処分損益 9 8 △0

その他の業務費用 1 1 0

本年度業務費用合計 243 251 8

 

資産・負債差額増減計算 (単位:十億円） 

 前年度 17年度 増減 

前年度末資産・負債差額 6,398 6,488 89 

本年度業務費用合計 (A) △243 △251 △8 
財源合計 (B) 329 334 4 

自己収入 52 47 △5 

他会計からの受入 276 286 9 

無償所管換等 3 0 △2 

本年度末資産・負債差額 6,488 6,571 83 

（参考） (A) + (B) 86 82 -3 

 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 45 55 10
 財源 361 351 △9

 業務支出 △316 △296 19

財務収支 △29 △27 1

 借入による収入 171 190 19

 借入金の返済による支出 △171 △190 △19

 利息の支払額 △29 △27 1

本年度収支（業務収支＋財務収支） 16 28 11

翌年度歳入繰入等 16 28 11

本年度末現金・預金残高 16 28 11

 

 

（カッコ内は前年度からの増減額） 

（貸借対照表） 
・国有財産 72,516 億円 （+116 億円） 

土地     3,124 億円 （ △19 億円） 
立木竹             67,466 億円 （＋245 億円） 
建物                 256 億円 （ △30 億円） 
工作物              1,650 億円 （ △76 億円） 
その他                18 億円 （  △2 億円） 

・公共用財産    8,184 億円 （＋94 億円） 
  公共用財産施設      8,146 億円 （＋86 億円） 
  建設仮勘定            37 億円 （ ＋7 億円） 

国有林野事業特別会計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 16 28 11 未払金等 27 25 △1

未収金等 1 1 0 未払費用 18 14 △4

貸付金 2 ― △2 前受収益 5 4 △0

有形固定資産 8,050 8,071 20 賞与引当金 3 3 △0

国有財産（公共用財産除く） 7,240 7,251 11 借入金 1,279 1,279 △0

公共用財産 809 818 9 退職給付引当金 258 239 △18

物品 1 1 △0 他会計繰戻未済金 27 ― △27

出資金 36 36 ― 負債合計 1,620 1,567 △52

その他の資産 1 1 0 ＜ 資産・負債差額の部 ＞ 

  資産・負債差額 6,488 6,571 83

資産合計 8,108 8,139 30 負債及び資産・負債差額合計 8,108 8,139 30

 


