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１．貸借対照表 

（資産） 

国有財産…  立木竹の増加         ＋339 億円

            工作物の減少           △55 億円

公共用財産…公共用財産施設の増加    ＋179 億円

出資金…出資先の純資産の増加によるもの＋24 億円

（負債） 

退職給付引当金…計算方法の変更による増加 

＋95 億円 

未払金等…未払費用（支払期日の到来していない利

子）の減少等           △39 億円 

２．業務費用計算書 

退職給付引当金繰入額等…計算方法の変更に係る引

当金の増加等＋179 億円

補助金等…補助治山事業に係るものが一般会計へ帰  

         属したため                 △927 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      ＋434 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  … 林産物収入                 ＋24 億円

林野等売払収入             △36 億円

        一般会計からの受入       △1,132 億円

業務支出…人件費                   △53 億円

補助金等                △929 億円

森林整備に係る支出         ＋42 億円

公共用財産施設に係る支出    ＋33 億円

財務収支…借入金による収入            ＋176億円

借入金の返済による支出      ＋177億円

利息の支払額               △7 億円

 

 

・特別会計の設置目的 

 国有林野事業特別会計は、国有林野事業を

国有林の有する公益的機能の維持増進を基本と

しつつ企業的に運営し、その健全な発達に資す

るため、国有林野事業等に関する経理を明確に

することを目的としています。 

・特別会計の業務内容 

「公益的機能の維持増進を旨とした管理経営、

森林の流域管理システムの下での管理経営及

び国民の森としての管理経営」を基本方針として

我が国の国土面積の２割、森林面積の約３割に

当たる国有林野の管理経営を行っています。 

・定員数 

５，１７１人（平成１８年度） 

・歳入歳出決算の概要 

 歳入は前年度より１，１６３億円減少の４，２６９

億円となり、歳出は前年度より１，１４４億円減少

の４，１３１億円となりました。 

歳入の主な減少要因は、土地需要の減退等

から林産物収入や林野等売払代といった自己収

入が２７億円減少、平成１８年度に勘定が統合さ

れ補助治山事業が一般会計に帰属したこと等に

より一般会計からの受入が１，１３２億円減少し

たこと等によるものです。 

歳出の主な減少要因は、職員数の適正化に

努め人件費が５３億円減少、森林整備及び公益

林の保全管理の充実のため事業的経費が４６億

円増加、補助治山事業が一般会計に帰属したこ

とにより補助治山事業費が９２６億円減少、産業

投資特別会計への繰入が無くなったことにより 

２７１億円減少したこと等によるものです。 

国有林野事業特別会計の業務等の概要 

主な増減内容 

 

 

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 

 業務費用計算書 (単位:十億円） 

 前年度 18年度 増減

人件費 34 32 △1

退職給付引当金繰入額等 6 25 18

経営費 40 49 8

補助金等 92 － △92

支払利息 16 16 0

減価償却費 44 47 2

資産処分損益 8 2 △5

貸倒引当金繰入額 0 0 0

その他の業務費用 7 0 △7

本年度業務費用合計 251 173 △77

 

資産・負債差額増減計算 (単位:十億円） 

 前年度 18年度 増減 

前年度末資産・負債差額 6,488 6,571 83 

本年度業務費用合計 (A) △251 △173 77 
財源合計 (B) 334 217 △116 

自己収入 47 45 △2 

他会計からの受入 286 172 △114 

無償所管換等 0 △2 △1 

本年度末資産・負債差額 6,571 6,612 41 

（参考） (A) + (B) 82 43 △39 

 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 55 53 △1 
 財源 351 231 △119 

 業務支出 △296 △178 118 

財務収支 △27 △26 0 

 借入による収入 190 208 17 

 借入金の返済による支出 △190 △208 △17 

 利息の支払額 △27 △26 0 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 28 26 1 △

翌年度歳入繰入等 28 27 △0 

本年度末現金・預金残高 28 27 △0 

（カッコ内は前年度からの増減額） 

（貸借対照表） 

・国有財産 72,794 億円    （＋278 億円）

土地     3,111 億円     （△13 億円）

立木竹                  67,805 億円    （＋339 億円）

建物                      268 億円     （＋11 億円）

工作物               1,595 億円     （△55 億円）

その他                     14億円      （△4億円）

・公共用財産             8,359億円    （＋174億円）

  公共用財産施設       8,326 億円    （＋179 億円）

  建設仮勘定                 33億円    （  △4億円）

・未払金等 

  未払金                     257 億円       （△2 億円）

  未払費用              101 億円      （△39 億円）

（業務費用計算書） 

・退職給付引当金繰入額等      254 億円      （＋185 億円）

  賞与引当金繰入額         31億円        （△2億円）

  退職給付引当金繰入額     222 億円    （＋187 億円）

特別会計省庁別財務書類について 
主な科目の内訳 

 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 27 △0 未払金等 39 35 △4

未収金等 1 1 △0 賞与引当金 3 3 △0

貸倒引当金 △0 △0 △0 借入金 1,279 1,279 △0

有形固定資産 8,071 8,116 45 退職給付引当金 239 249 9

国有財産（公共用財産除く） 7,251 7,279 27 その他の負債 4 5 0

公共用財産 818 835 17 負債合計 1,567 1,574 6

物品 1 1 △0 ＜ 資産・負債差額の部 ＞ 

無形固定資産 0 0 0 資産・負債差額 6,571 6,612 41

出資金 36 39 2  

その他の資産 01 1

資産合計 8,139 8,186 47 負債及び資産・負債差額合計 8,139 8,186 47

 


