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１．特別会計の設置目的 

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。 

２．特別会計の業務内容 

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、
国営農用地再編整備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） 
に関する経理を行う。 

３．定員数 

 ２，９５６人  

４．決算概要 

収納済歳入額    ５,２１２億円 
支出済歳出額    ４,８６６億円 
差引          ３４６億円…（剰余金）  

５．積立金残高 

 積立金は保有していない。 
 
 

 業務費用計算書 (単位:十億円）

 前年度 18年度 増減

賞与引当金繰入額 0 1 1

退職給付引当金繰入額 △0 2 2

受託工事費 6 5 △1

施設整備費 12 13 1

一般会計への繰入 35 0 △34

減価償却費 233 234 1

支払利息 27 23 △3

資産処分差益 

その他の業務費用 

 

0 

0 

 

5

0

4

△0

本年度業務費用合計 315 286 △28

  

                           

  

資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 前年度 18年度 増減 

前年度末資産・負債差額 5,488 5,632 143 

本年度業務費用合計 (A) △315 △286 28 
財源合計 (B) 457 348 △109 

自己収入 140   93 △47 

他会計（勘定）からの受入 316 254 △62 

資産評価差額等 1 △0 △1 

本年度末資産・負債差額 5,632 5,693   61 

（参考） (A) + (B) 142 61 △81 
 

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 前年度 18年度 増減 

業務収支 129 138 8 
 財源 556 493 △62 

 業務支出 △426 △355 71 

財務収支 △101 △103 △2 

 借入による収入 34 27 △6 

 借入金の返済による支出等 △136 △131 4 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 28 34 6 

資金残高等 0 0 0 

   

本年度末現金・預金残高 28 34 6 

 

国営土地改良事業特別会計の業務等の概要 

 貸 借 対 照 表 (単位:十億円） 

 前年度 18年度 増減 前年度 18年度 増減 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 28 34 6 賞与引当金 1 1 △0 

未収金 881 807 △74 借入金 764 684 △79 

有形固定資産  5,646 5,691 44 退職給付引当金 39 39 0 

国有財産（公共用財産除く） 18 17 △1 他会計繰戻未済金 120 114 △5 

公共用財産 5,627 5,672 45 その他の負債 0 0 0 

その他の資産 0 0 △0    

  負債合計 924 840 △84 

     

  ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

     

  資産・負債差額 5,632 5,693 61 

     

資産合計 6,557 6,533 △23 負債及び資産・負債差額合計 6,557 6,533 △23 

 

主な科目の内訳 

          （カッコ内は前年度からの増減額） 

１．貸借対照表 

（資産の内容） 

有形固定資産 

公共用財産 

  公共用財産用地   3,496 億円  (+29 億円) 

  公共用財産施設   52,715 億円 （+629 億円）

  建設仮勘定         517億円 （△202億円）  

 

留意点 

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） +65 億円 

未収金…公共事業費地方負担金債権 △742 億円 

有形固定資産 

国有財産…建物 △5 億円 

公共用財産…公共用財産施設 +629 億円 

            建設仮勘定     △202 億円  

計                       +421 億円

（負債） 

賞与引当金…期末・勤勉手当 △0 億円 

借入金…財政融資資金からの借入金 △799 億円 

退職給付引当金…退職手当 +18 億円 

                整理資源     △10 億円 

計          +7 億円

他会計繰戻未済金…一般会計への繰入  △５３億円 

２．業務費用計算書 

賞与引当金繰入額…繰入額の増  ＋14 億円 

退職給付引当金繰入額…繰入額の増   ＋22 億円 

受託工事費…受託工事の減 △10 億円 

施設整備費…施設整備のうち 

資産計上されない額の増 ＋15 億円 

一般会計への繰入…一般会計への繰入の減 △349 億円 

減価償却費…減価償却額の増 +11 億円 

支払利息…借入金に係る支払利息の減 △37 億円 

資産処分差益…資産処分差益額の増   ＋４９ 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） 

 +６１１億円 

（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…一般会計からの受入 △627 億円 

業務支出…産業投資特別会計への繰入 △586 億円 

財務収支…新規借入金 △68 億円 

国営土地改良事業特別会計財務書類について 

 

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。 


