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国営土地改良事業特別会計 平成17年度特別会計財務書類の概要 

 

 

 

１．作成目的 

国営土地改良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。 

 

資産合計は 29 億円の減少、負債合計は 1,468
億円の減少、資産・負債差額は 1,438 億円の増
加、業務費用は 235 億円の増加となりました。 
主な増減 
資産は、29 億円の減少。 

現金・預金       +97 億円 
未収金       △800 億円 
有形固定資産    +673 億円 
その他の増減    △0 億円 
 計             △29億円 

 
負債は、1,468 億円の減少。 

賞与引当金      △3 億円 
借入金       △741 億円 
退職給付引当金  △25 億円 
他会計繰戻未済金△700 億円 
その他の増減    △0 億円 
 計          △1,468 億円 

 
その結果、資産・負債差額は、1,438 億円の増加。 
 
業務費用は、235 億円の増加。 

受託工事費      △32 億円 
精算還付費     △20 億円 
施設整備費     △230 億円 
一般会計への繰入 + 349 億円 
減価償却費      +204 億円 
支払利息      △40 億円 
その他の増減     +5 億円 

 計          235 億円 

＜主な増減内容＞ 

１．貸借対照表 

（資産） 

現金・預金…○○による減少 △XX 億円 

有価証券…○○ +XX 億円 

貸付金  …対 ○○公庫 △XX 億円 

         対 ○○公社 △XX 億円 

         対 ○○ △XX 億円 

・・・ 

（負債） 

公債…新規財源債の発行 +XX 億円 

借入金…○○資金からの借入  △XX 億円 

２．業務費用計算書 

人件費…○○による減 △XX 億円 

特別会計への繰入…○○特会への繰入 

 △XX 億円 

運営費交付金…○○に係る増     +XX 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（財源不足） 

 △XX 億円 

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期純損失」に相当 

（省庁ベースとの相違）

 業務費用計算書 (単位:十億円）

 前年度 17年度 増減

受託工事費 9 6 △3

精算還付費 2 0 △2

施設整備費 35 12 △23

一般会計への繰入 0 35 34

減価償却費 212 233 20

支払利息 31 27 △4

その他の負債 0 0 0

  

本年度業務費用合計 291 315 23

  

  

  

  

 

 

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 5,431 5,488 56 

本年度業務費用合計 (A) △291 △315 △23 
財源合計 (B) 348 457 109 

自己収入 144 140 △3 

他会計（勘定）からの受入 203 316 113 

資産評価差額等 0 1 0 

本年度末資産・負債差額 5,488 5,632 143 

（参考） (A) + (B) 56 142 ８６ 
 

 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 120 129 8 
 財源 493 556 62 

 業務支出 △373 △426 △53 

財務収支 △102 △101 0 

 借入による収入 36 34 △1 

 借入金の返済による支出等 △138 △136 2 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 18 28 9 

資金残高等 - 0 0 

   

本年度末現金・預金残高 18 28 9 

 

 

（カッコ内は前年度からの増減額） 

（貸借対照表） 
・借入金  

 財政融資資金からの借入金    7,640 億円  

（△741 億円） 

国営土地改良事業特別会計財務書類について 

平成 17 年度について 

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 18 28 9 賞与引当金 1 1 △0 

未収金 961 881 △80 借入金 838 764 △74 

有形固定資産  5,579 5,646 67 退職給付引当金 41 39 △2 

国有財産（公共用財産除く） 22 18 △3 他会計繰戻未済金 190 120 △70 

公共用財産 5,556 5,627 70 その他の負債 0 0 △0 

物品 1 0 △0    

その他の資産 0 0 △0 負債合計 1,071 924 △146 

     

  ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

     

  資産・負債差額 5,488 5,632 143 

     

資産合計 6,560 6,557 △2 負債及び資産・負債差額合計 6,560 6,557 △2 

 

＜主な増減内容＞ 

１．貸借対照表 

（資産） 

現金・預金…政府預金（決算剰余金） +97 億円 

未収金…公共事業費地方負担金債権 △798 億円 

有形固定資産 

国有財産…土地 △21 億円 

公共用財産…公共用財産施設 +609 億円 

計                       +587 億円

物品…車両及び軌条 △0 億円 

 

（負債） 

賞与引当金…期末手当 △0 億円 

借入金…財政融資資金からの借入金 △741 億円 

退職給付引当金…退職手当 △12 億円 

                整理資源     △12 億円 

計          △25 億円

他会計繰戻未済金…産業投資特別会計 △586 億円 

への繰入  

 

２．業務費用計算書 

受託工事費…受託工事の減 △32 億円 

精算還付費…精算還付金の減     △20 億円 

施設整備費…施設整備のうち 

資産計上されない額の減 △230 億円 

一般会計への繰入…一般会計への繰入の増 +349 億円 

減価償却費…減価償却額の増 +204 億円 

支払利息…借入金に係る支払利息の減 △40 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（△は財源不足） 

 +1,426 億円 

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期純損失」に相当 

 

４．区分別収支計算書 

財源…一般会計からの受入 +597 億円 

業務支出…産業投資特別会計への繰入 +556 億円 

財務収支…利息の支払額（財政融資資金） △40 億円 

 

（注）…金額は単位未満切り捨てにて計上。 

留意点 

主な増減内容 


