決算報告書
平成28事業年度
（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
（単位：円）

（法人単位）
区

分

石油開発

予算額

決算額

収入
運営費交付金

9,505,701,000

7,618,238,000

政府出資金

92,000,000,000

68,400,000,000

-23,600,000,000 出資事業に係る出資金の減

120,992,335,442

30,992,335,442

-90,000,000,000 資産買収出資事業に係る民間借入金の減

業務収入

11,182,967,000

29,464,658,735

18,281,691,735 株式譲渡等収入の増

受託収入

0

19,290,660,072

19,290,660,072 国との受託契約締結による受託収入の増

その他収入

293,371,000

687,838,268

計

233,974,374,442

156,453,730,517

8,903,104,000

10,107,476,142

借入金

支出
業務経費
投融資支出

差額

備

-1,887,463,000 運営費交付事業に減による収入の減

394,467,268 特許・実施許諾等収入等による増
-77,520,643,925

1,204,372,142 運営費交付金事業の増による支出の増
-146,791,200,557 資産買収出資、開発・液化出資の減

181,377,633,000

34,586,432,443

0

19,201,588,461

30,992,335,442

30,992,335,442

支払利息

622,922,000

7,428,584

一般管理費

652,442,000

539,605,611

-112,836,389 経費の削減による減

その他支出

0

254,260,134

254,260,134 納付消費税等の増

計

222,548,436,442

95,689,126,817

受託経費
借入金等償還

考

19,201,588,461 国との受託契約締結による増
0
-615,493,416 資産買収出資事業に係る支払利息等の減

-126,859,309,625

（単位：円）

（法人単位）
区

分

石炭開発

予算額

決算額

収入
運営費交付金

1,472,813,000

2,717,820,000

国庫補助金

1,305,600,000

1,266,237,003

政府出資金

2,000,000,000

0

その他収入

0

3,142,570

計

4,778,413,000

3,987,199,573

2,720,160,000

3,046,732,719

支出
業務経費

差額

投融資支出

2,000,000,000

0

一般管理費

58,253,000

45,588,652

計

4,778,413,000

3,092,321,371

備

考

1,245,007,000 運営費交付金事業の増による収入の増
-39,362,997
-2,000,000,000 出資事業に係る出資金の減
3,142,570 雑入による増
-791,213,427

326,572,719 運営費交付金事業の増による支出の増
-2,000,000,000 探鉱出資の減
-12,664,348 経費の削減による減
-1,686,091,629

（単位：円）

（法人単位）
区

分

地熱開発

予算額

決算額

差額

収入
運営費交付金

1,345,561,000

1,804,925,000

459,364,000 運営費交付金事業の増による収入の増

国庫補助金

10,000,000,000

6,402,371,958

-3,597,628,042 補助事業の減による国からの収入の減

政府出資金

6,500,000,000

3,220,000,000

-3,280,000,000 出資・債務保証事業に係る出資金の減

業務収入

28,260,000

26,710,455

その他収入

13,869,000

3,490,874

計

17,887,690,000

11,457,498,287

11,271,775,000

8,837,924,284

投融資支出

1,100,000,000

164,000,000

信用基金繰入

5,400,000,000

3,056,000,000

一般管理費

73,786,000

52,012,396

その他支出

0

17,607

計

17,845,561,000

12,109,954,287

支出
業務経費

備

考

-1,549,545
-10,378,126 運用収入の減
-6,430,191,713

-2,433,850,716 補助事業の減等
-936,000,000 探鉱出資の減
-2,344,000,000 債務保証事業に係る政府出資金の減
-21,773,604 経費の削減による減
17,607 納付消費税の増
-5,735,606,713
（単位：円）

（法人単位）
区

分

金属開発

予算額

決算額

差額

2,784,968,000

3,011,586,000

226,618,000

国庫補助金

600,000,000

400,000,000

政府出資金

11,500,000,000

0

収入
運営費交付金

投融資回収金

3,665,182,000

3,465,182,000

業務収入

705,532,000

591,141,228

受託収入

0

12,902,284,096

その他収入

344,267,533

122,474,199

計

19,599,949,533

20,492,667,523

支出
業務経費

3,454,838,000

3,404,901,112

20,100,000,000

1,665,000,000

0

12,685,403,538

一般管理費

479,385,000

429,755,593

その他支出

0

23,025,167

計

24,034,223,000

18,208,085,410

投融資支出
受託経費

備

考

-200,000,000 翌年度への事業繰越による収入の減
-11,500,000,000 出資事業に係る出資金の減
-200,000,000
-114,390,772 債務保証料収入の減等
12,902,284,096 国との受託契約締結による受託収入の増等
-221,793,334 負担金収入の減等
892,717,990

-49,936,888
-18,435,000,000 探鉱、開発出資の減等
12,685,403,538 国との受託契約締結による増等
-49,629,407 経費の削減による減
23,025,167 補助金事業に係る収入金納付による増等
-5,826,137,590

（単位：円）

（法人単位）
区

分

資源備蓄

予算額

決算額

差額

収入
運営費交付金

1,910,585,000

2,093,677,000

183,092,000

国庫補助金

4,118,325,000

3,841,918,440

-276,406,560

借入金

869,693,341,300

565,390,412,694

投融資回収金

838,608,970,000

831,469,770,000

業務収入

1,432,430,000

8,161,824,418

受託収入

57,713,744,000

53,557,514,524

-4,156,229,476

その他収入

922,554,467

898,734,732

-23,819,735

計

1,774,399,949,767

1,465,413,851,808

-308,986,097,959

17,721,047,300

15,754,751,775

816,434,700,000

518,130,500,000

57,713,744,000

54,278,022,008

895,846,883,000

895,846,882,694

1,666,175,000

120,225,272

一般管理費

286,561,000

247,336,809

その他支出

0

614,853

計

1,789,669,110,300

1,484,378,333,411

支出
業務経費
投融資支出
受託経費
借入金等償還
支払利息

備

考

-304,302,928,606 民間備蓄融資事業に係る民間借入金の減
-7,139,200,000
6,729,394,418 石油、石油ガス売払の増等

-1,966,295,525 希少金属備蓄事業費の減等
-298,304,200,000 民間備蓄融資事業等の減
-3,435,721,992
-306
-1,545,949,728 民間備蓄融資事業等に係る支払利息の減
-39,224,191 経費の削減による減
614,853 納付消費税等の増
-305,290,776,889
（単位：円）

（法人単位）
区

分

収入
運営費交付金

鉱害防止

予算額

決算額

差額

備

考

840,857,000

614,239,000

-226,618,000 運営費交付金事業の減による収入の減

借入金

500,000,000

185,000,000

-315,000,000 鉱害貸付に係る財政投融資資金借入金の減

投融資回収金

388,776,000

388,776,000

業務収入

35,257,000

28,481,629

受託収入

576,162,000

690,642,052

その他収入

65,792,000

65,469,765

-322,235

計

2,406,844,000

1,972,608,446

-434,235,554

709,695,000

478,158,966

-231,536,034 運営費交付金事業の減等

投融資支出

500,000,000

188,700,000

-311,300,000 鉱害貸付の減

受託経費

576,162,000

690,354,501

借入金等償還

393,556,000

393,556,000

支出
業務経費

支払利息

0
-6,775,371 鉱害貸付金利息の減
114,480,052 国との受託契約締結による受託収入の増等

114,192,501 国との受託契約締結による増等
0
-6,144,804 財政投融資資金借入に係る支払利息の減
-41,451,586 経費の削減による減

28,464,000

22,319,196

一般管理費

131,162,000

89,710,414

その他支出

59,211,000

62,551,678

3,340,678

計

2,398,250,000

1,925,350,755

-472,899,245

（単位：円）

（法人単位）
区

分

収入
借入金

資産買収

予算額

決算額

差額

34,663,383,000

14,335,841,227

100,000,000

235,208,600

その他収入

6,022,000

746,899

計

34,769,405,000

14,571,796,726

支出
投融資支出

20,000,000,000

0

14,663,383,000

14,663,382,034

105,101,000

1,486,139

その他支出

0

5,291,114

計

34,768,484,000

14,670,159,287

業務収入

借入金等償還
支払利息

備

考

-20,327,541,773 資産買収出資事業に係る民間借入金の減
135,208,600 受取配当金の増
-5,275,101 運用収入の減
-20,197,608,274

-20,000,000,000 資産買収出資事業の減
-966
-103,614,861 民間借入金支払利息の減等
5,291,114 納付消費税の増
-20,098,324,713
（単位：円）

（法人単位）
区

分

石炭経過

予算額

決算額

1,086,664,122

2,702,197,301

その他収入

341,778,000

192,203,991

計

1,428,442,122

2,894,401,292

2,909,167,000

1,740,986,391

一般管理費

167,774,000

235,849,148

その他支出

37,764,000

5,127,674

計

3,114,705,000

1,981,963,213

収入
投融資回収金

支出
業務経費

差額

備

考

1,615,533,179 貸付先が実施した担保物件売却等に伴う
回収増

-149,574,009 還付消費税の減等
1,465,959,170

-1,168,180,609 事業の執行減による減等
68,075,148 退職手当の増等
-32,636,326 鉱害賠償積立金払渡の減等
-1,132,741,787

（単位：円）

（法人単位）
区

分

合計

予算額

決算額

収入
運営費交付金

17,860,485,000

17,860,485,000

国庫補助金

16,023,925,000

11,910,527,401

政府出資金

112,000,000,000

71,620,000,000

1,025,849,059,742

610,903,589,363

借入金
投融資回収金

差額

備

考

0
-4,113,397,599 補助事業の減による国からの収入の減等
-40,380,000,000 出資・債務保証事業に係る出資金の減
-414,945,470,379 民間備蓄融資事業に係る民間借入金の減等

843,749,592,122

838,025,925,301

業務収入

13,484,446,000

38,508,025,065

25,023,579,065 株式譲渡等収入の増等

受託収入

58,289,906,000

86,441,100,744

28,151,194,744 国との受託契約締結による受託収入の増等

その他収入

1,987,654,000

1,974,101,298

計

2,089,245,067,864

1,677,243,754,172

支出
業務経費
投融資支出
信用基金繰入
受託経費
借入金等償還

47,689,786,300

43,370,931,389

1,041,512,333,000

554,734,632,443

5,400,000,000

3,056,000,000

58,289,906,000

86,855,368,508

941,896,157,442

941,896,156,170

支払利息

2,422,662,000

151,459,191

一般管理費

1,849,363,000

1,639,858,623

その他支出

96,975,000

350,888,227

計

2,099,157,182,742

1,632,055,294,551

-5,723,666,821

-13,552,702 負担金収入等の減等
-412,001,313,692

-4,318,854,911
-486,777,700,557 民間備蓄融資事業の減等
-2,344,000,000 債務保証事業に係る政府出資金の減
28,565,462,508 国との受託契約締結による増等
-1,272
-2,271,202,809 民間備蓄融資事業に係る支払利息の減等
-209,504,377 経費の削減による減
253,913,227 納付消費税等の増等
-467,101,888,191

決算報告書
平成28事業年度
（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
（石油天然ガス等勘定）
区

分

（単位：円）
石油開発

予算額

決算額

収入
運営費交付金

9,505,701,000

7,618,238,000

政府出資金

56,000,000,000

68,400,000,000

120,992,335,442

30,992,335,442

-90,000,000,000 資産買収出資事業に係る民間借入金の減
-908,864,268
19,290,660,072 国との受託契約締結による受託収入の増

借入金
業務収入

11,182,967,000

10,274,102,732

受託収入

0

19,290,660,072

その他収入

293,371,000

687,595,883

計

197,974,374,442

137,262,932,129

8,903,104,000

10,107,476,142

支出
業務経費
投融資支出

差額

備

-1,887,463,000 運営費交付金事業の減による収入の減
12,400,000,000 補正予算による増

394,224,883 特許・実施許諾等収入等による増
-60,711,442,313

1,204,372,142 運営費交付金事業の増による支出の増
-117,931,641,129 資産買収出資事業の減

145,377,633,000

27,445,991,871

0

19,201,588,461

30,992,335,442

30,992,335,442

支払利息

622,922,000

7,428,584

一般管理費

652,442,000

539,605,611

-112,836,389 経費の削減による減

その他支出

0

254,260,134

254,260,134 納付消費税等の増

計

186,548,436,442

88,548,686,245

受託経費
借入金等償還

考

19,201,588,461 国との受託契約締結による増
0
-615,493,416 資産買収出資事業に係る支払利息等の減

-97,999,750,197

（単位：円）

（石油天然ガス等勘定）
区

分

石炭開発

予算額

決算額

収入
運営費交付金

1,472,813,000

2,717,820,000

国庫補助金

1,305,600,000

1,266,237,003

その他収入

0

3,142,570

計

2,778,413,000

3,987,199,573

2,720,160,000

3,046,732,719

一般管理費

58,253,000

45,588,652

計

2,778,413,000

3,092,321,371

支出
業務経費

差額

備

考

1,245,007,000 運営費交付金事業の増による収入の増
-39,362,997
3,142,570 雑入による増
1,208,786,573

326,572,719 運営費交付金事業等の増による支出の増
-12,664,348 経費の削減による減
313,908,371

（単位：円）

（石油天然ガス等勘定）
区

分

地熱開発

予算額

決算額

差額

収入
運営費交付金

1,345,561,000

1,804,925,000

459,364,000 運営費交付金事業の増による収入の増

国庫補助金

10,000,000,000

6,402,371,958

-3,597,628,042 補助事業の減による国からの収入の減

その他収入

0

237,700

計

11,345,561,000

8,207,534,658

-3,138,026,342

11,271,775,000

8,837,924,284

-2,433,850,716 補助事業の減等

一般管理費

73,786,000

52,012,396

その他支出

0

17,607

計

11,345,561,000

8,889,954,287

支出
業務経費

備

考

237,700 雑入による増

-21,773,604 経費の削減による減
17,607 納付消費税の増
-2,455,606,713
（単位：円）

（石油天然ガス等勘定）
区

分

資源備蓄

予算額

決算額

差額

備

考

収入
運営費交付金

1,829,935,000

2,013,027,000

183,092,000 運営費交付金事業の増による収入の増

国庫補助金

3,700,000,000

3,654,365,804

-45,634,196

借入金

816,434,700,000

518,130,500,000

投融資回収金

838,608,970,000

831,469,770,000

業務収入

1,432,430,000

8,161,824,418

受託収入

57,713,744,000

53,557,514,524

その他収入

13,994,000

727,897,107

計

1,719,733,773,000

1,417,714,898,853

5,261,972,000

13,211,098,356

816,434,700,000

518,130,500,000

支出
業務経費
投融資支出
受託経費
借入金等償還
支払利息

-298,304,200,000 民間備蓄融資事業に係る民間借入金の減
-7,139,200,000
6,729,394,418 石油、石油ガス売払の増等
-4,156,229,476
713,903,107 保険料収入等による増
-302,018,874,147

7,949,126,356 石油、石油ガス購入の増等
-298,304,200,000 民間備蓄融資事業等の減

57,713,744,000

54,278,022,008

-3,435,721,992

854,799,970,000

854,799,970,000

0

1,433,140,000

111,356,236

一般管理費

267,963,000

231,797,012

その他支出

0

614,853

計

1,735,911,489,000

1,440,763,358,465

-1,321,783,764 民間備蓄融資事業等に係る支払利息の減
-36,165,988 経費の削減による減
614,853 納付消費税等による増
-295,148,130,535

（単位：円）

（石油天然ガス等勘定）
区

分

合計

予算額

決算額

差額

備

考

収入
運営費交付金

14,154,010,000

14,154,010,000

国庫補助金

15,005,600,000

11,322,974,765

-3,682,625,235 補助事業の減による国からの収入の減

政府出資金

56,000,000,000

68,400,000,000

12,400,000,000 補正予算による増

借入金

937,427,035,442

549,122,835,442

投融資回収金

838,608,970,000

831,469,770,000

業務収入

12,615,397,000

18,435,927,150

受託収入

57,713,744,000

72,848,174,596

その他収入

307,365,000

1,418,873,260

計

1,931,832,121,442

1,567,172,565,213

28,157,011,000

35,203,231,501

961,812,333,000

545,576,491,871

57,713,744,000

73,479,610,469

885,792,305,442

885,792,305,442

支出
業務経費
投融資支出
受託経費
借入金等償還

0

-388,304,200,000 民間備蓄融資事業等に係る民間借入金の減
-7,139,200,000
5,820,530,150 石油、石油ガス売払の増等
15,134,430,596 国との受託契約締結による受託収入の増
1,111,508,260 保険料収入等による増
-364,659,556,229

7,046,220,501 石油、石油ガス購入の増等
-416,235,841,129 民間備蓄融資事業等の減
15,765,866,469 国との受託契約締結による増
0
-1,937,277,180 民間備蓄融資事業等に係る支払利息の減

支払利息

2,056,062,000

118,784,820

一般管理費

1,052,444,000

869,003,671

-183,440,329 経費の削減による減

その他支出

0

254,892,594

254,892,594 納付消費税等の増

計

1,936,583,899,442

1,541,294,320,368

-395,289,579,074

決算報告書
平成28事業年度
（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
（投融資等・金属鉱産物備蓄勘定）
区

分

収入
政府出資金

（単位：円）
石油開発

予算額

決算額

差額

備

考

-36,000,000,000 出資事業に係る出資金の減

36,000,000,000

0

業務収入

0

19,190,556,003

その他収入

0

242,385

計

36,000,000,000

19,190,798,388

支出
投融資支出

36,000,000,000

7,140,440,572

-28,859,559,428 開発・液化出資の減

計

36,000,000,000

7,140,440,572

-28,859,559,428

19,190,556,003 株式譲渡等収入の増
242,385 運用収入の増
-16,809,201,612

（単位：円）

（投融資等・金属鉱産物備蓄勘定）
区

分

石炭開発

予算額

決算額

差額

備

考

収入
政府出資金

2,000,000,000

0

-2,000,000,000 出資事業に係る出資金の減

計

2,000,000,000

0

-2,000,000,000

支出
投融資支出

2,000,000,000

0

-2,000,000,000 探鉱出資の減

計

2,000,000,000

0

-2,000,000,000
（単位：円）

（投融資等・金属鉱産物備蓄勘定）
区

分

収入
政府出資金

地熱開発

予算額

決算額

差額

備

考

-3,280,000,000 出資・債務保証事業に係る出資金の減

6,500,000,000

3,220,000,000

業務収入

28,260,000

26,710,455

その他収入

13,869,000

3,253,174

計

6,542,129,000

3,249,963,629

支出
投融資支出

1,100,000,000

164,000,000

5,400,000,000

3,056,000,000

-2,344,000,000 債務保証事業に係る政府出資金の減

6,500,000,000

3,220,000,000

-3,280,000,000

信用基金繰入
計

-1,549,545
-10,615,826 運用収入の減
-3,292,165,371

-936,000,000 探鉱出資の減

（単位：円）

（投融資等・金属鉱産物備蓄勘定）
区

分

収入
政府出資金

金属開発

予算額

決算額

差額

備

-11,500,000,000 出資事業に係る出資金の減

11,500,000,000

0

3,665,182,000

3,465,182,000

705,532,000

591,141,228

その他収入

86,063,533

83,910,041

-2,153,492

計

15,956,777,533

4,140,233,269

-11,816,544,264

257,262,000

218,945,279

投融資支出

20,100,000,000

1,665,000,000

一般管理費

40,172,000

40,811,097

その他支出

0

313,601

計

20,397,434,000

1,925,069,977

投融資回収金
業務収入

支出
業務経費

考

-200,000,000
-114,390,772 債務保証料収入の減等

-38,316,721 業務管理費の減
-18,435,000,000 探鉱、開発出資の減等
639,097
313,601 納付消費税の増
-18,472,364,023
（単位：円）

（投融資等・金属鉱産物備蓄勘定）
区

分

資源備蓄

予算額

決算額

差額

備

考

収入
運営費交付金

80,650,000

80,650,000

国庫補助金

418,325,000

187,552,636

53,258,641,300

47,259,912,694

その他収入

908,560,467

170,837,625

計

54,666,176,767

47,698,952,955

12,459,075,300

2,543,653,419

-9,915,421,881 希少金属備蓄事業費の減等

41,046,913,000

41,046,912,694

233,035,000

8,869,036

-306
-224,165,964 民間借入金支払利息の減

一般管理費

18,598,000

15,539,797

計

53,757,621,300

43,614,974,946

借入金

支出
業務経費
借入金等償還
支払利息

0
-230,772,364 補助事業の減による国からの収入減
-5,998,728,606 民間借入金の減
-737,722,842 還付消費税の減等
-6,967,223,812

-3,058,203 経費の削減による減
-10,142,646,354

（単位：円）

（投融資等・金属鉱産物備蓄勘定）
区

分

合計

予算額

決算額

収入
運営費交付金

80,650,000

80,650,000

国庫補助金

418,325,000

187,552,636

政府出資金

56,000,000,000

3,220,000,000

借入金

53,258,641,300

47,259,912,694

投融資回収金

3,665,182,000

3,465,182,000

733,792,000

19,808,407,686

その他収入

1,008,493,000

258,243,225

計

115,165,083,300

74,279,948,241

12,716,337,300

2,762,598,698

59,200,000,000

8,969,440,572

信用基金繰入

5,400,000,000

3,056,000,000

借入金等償還

41,046,913,000

41,046,912,694

233,035,000

8,869,036

一般管理費

58,770,000

56,350,894

その他支出

0

313,601

計

118,655,055,300

55,900,485,495

業務収入

支出
業務経費
投融資支出

支払利息

差額

備

考

0
-230,772,364 補助事業の減による国からの収入減
-52,780,000,000 出資・債務保証事業に係る出資金の減
-5,998,728,606 民間借入金の減
-200,000,000
19,074,615,686 株式譲渡等収入の増等
-750,249,775 還付消費税の減等
-40,885,135,059

-9,953,738,602 希少金属備蓄事業費の減等
-50,230,559,428 開発・液化出資の減等
-2,344,000,000 債務保証事業に係る政府出資金の減
-306
-224,165,964 民間借入金支払利息の減
-2,419,106
313,601 納付消費税の増
-62,754,569,805

決算報告書
平成28事業年度
（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
（単位：円）

（金属鉱業一般勘定）
区

分

収入
運営費交付金
国庫補助金

金属開発

予算額

決算額

差額

2,784,968,000

3,011,586,000

600,000,000

400,000,000

226,618,000
-200,000,000 翌年度への事業繰越による収入の減

受託収入

0

12,902,284,096

その他収入

258,204,000

38,564,158

計

3,643,172,000

16,352,434,254

支出
業務経費

3,197,576,000

3,185,955,833

受託経費

0

12,685,403,538

一般管理費

439,213,000

388,944,496

その他支出

0

22,711,566

計

3,636,789,000

16,283,015,433

備

考

12,902,284,096 国との受託契約締結による受託収入の増等
-219,639,842 負担金収入の減等
12,709,262,254

-11,620,167
12,685,403,538 国との受託契約締結による増等
-50,268,504 経費の削減による減
22,711,566 補助金事業に係る収入金納付による増等
12,646,226,433
（単位：円）

（金属鉱業一般勘定）
区

分

収入
運営費交付金

鉱害防止

予算額

決算額

差額

備

考

840,857,000

614,239,000

-226,618,000 運営費交付金事業の減による収入の減

借入金

500,000,000

185,000,000

-315,000,000 鉱害貸付に係る財政投融資資金借入金の減

投融資回収金

388,776,000

388,776,000

業務収入

35,257,000

28,481,629

受託収入

576,162,000

690,642,052

その他収入

0

771,068

計

2,341,052,000

1,907,909,749

709,695,000

478,158,966

-231,536,034 運営費交付金事業の減等

投融資支出

500,000,000

188,700,000

-311,300,000 鉱害貸付の減

受託経費

576,162,000

690,354,501

借入金等償還

393,556,000

393,556,000

支出
業務経費

支払利息

28,464,000

22,319,196

一般管理費

131,162,000

89,710,414

その他支出

0

136,000

計

2,339,039,000

1,862,935,077

0
-6,775,371 鉱害貸付金利息の減
114,480,052 国との受託契約締結による受託収入の増等
771,068 謝金収入等の増
-433,142,251

114,192,501 国との受託契約締結による増等
0
-6,144,804 財政投融資資金借入に係る支払利息の減
-41,451,586 経費の削減による減
136,000 敷金・保証金の支払による増
-476,103,923

（単位：円）

（金属鉱業一般勘定）
区

分

収入
借入金

資産買収

予算額

決算額

差額

34,663,383,000

14,335,841,227

100,000,000

235,208,600

その他収入

6,022,000

746,899

計

34,769,405,000

14,571,796,726

支出
投融資支出

20,000,000,000

0

14,663,383,000

14,663,382,034

105,101,000

1,486,139

その他支出

0

5,291,114

計

34,768,484,000

14,670,159,287

業務収入

借入金等償還
支払利息

備

考

-20,327,541,773 資産買収出資事業に係る民間借入金の減
135,208,600 受取配当金の増
-5,275,101 運用収入の減
-20,197,608,274

-20,000,000,000 資産買収出資事業の減
-966
-103,614,861 民間借入金支払利息の減等
5,291,114 納付消費税の増
-20,098,324,713
（単位：円）

（金属鉱業一般勘定）
区

分

合計

予算額

決算額

3,625,825,000

3,625,825,000

600,000,000

400,000,000

35,163,383,000

14,520,841,227

投融資回収金

388,776,000

388,776,000

業務収入

135,257,000

263,690,229

受託収入

576,162,000

13,592,926,148

その他収入

264,226,000

40,082,125

計

40,753,629,000

32,832,140,729

-7,921,488,271

3,907,271,000

3,664,114,799

-243,156,201

20,500,000,000

188,700,000

576,162,000

13,375,758,039

12,799,596,039 国との受託契約締結による増等
-966
-109,759,665 民間借入金支払利息の減等

収入
運営費交付金
国庫補助金
借入金

支出
業務経費
投融資支出
受託経費
借入金等償還

15,056,939,000

15,056,938,034

支払利息

133,565,000

23,805,335

一般管理費

570,375,000

478,654,910

その他支出

0

28,138,680

計

40,744,312,000

32,816,109,797

差額

備

考

0
-200,000,000 翌年度への事業繰越による収入の減
-20,642,541,773 資産買収出資事業に係る民間借入金の減等
0
128,433,229 受取配当金の増等
13,016,764,148 国との受託契約締結による受託収入の増等
-224,143,875 負担金収入の減等

-20,311,300,000 資産買収出資事業の減等

-91,720,090 経費の削減による減
28,138,680 補助金事業に係る収入金納付による増等
-7,928,202,203

決算報告書
平成28事業年度
（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：円）

（金属鉱業鉱害防止積立金勘定）
区

分

鉱害防止

予算額

決算額

差額

備

収入
その他収入

5,586,000

5,085,294

-500,706

計

5,586,000

5,085,294

-500,706

支出
その他支出

8,010,000

8,062,978

52,978

計

8,010,000

8,062,978

52,978

考

（単位：円）

（金属鉱業鉱害防止積立金勘定）
区

分

合計

予算額

決算額

差額

備

収入
その他収入

5,586,000

5,085,294

-500,706

計

5,586,000

5,085,294

-500,706

支出
その他支出

8,010,000

8,062,978

52,978

計

8,010,000

8,062,978

52,978

考

決算報告書
平成28事業年度
（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：円）

（金属鉱業鉱害防止事業基金勘定）
区

分

鉱害防止

予算額

決算額

差額

収入
その他収入

60,206,000

59,613,403

-592,597

計

60,206,000

59,613,403

-592,597

支出
その他支出

51,201,000

54,352,700

3,151,700

計

51,201,000

54,352,700

3,151,700

備

考

（単位：円）

（金属鉱業鉱害防止事業基金勘定）
区

分

合計

予算額

決算額

差額

収入
その他収入

60,206,000

59,613,403

-592,597

計

60,206,000

59,613,403

-592,597

支出
その他支出

51,201,000

54,352,700

3,151,700

計

51,201,000

54,352,700

3,151,700

備

考

決算報告書
平成28事業年度
（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：円）

（石炭経過勘定）
区

分

石炭経過

予算額

決算額

1,086,664,122

2,702,197,301

その他収入

341,778,000

192,203,991

計

1,428,442,122

2,894,401,292

2,909,167,000

1,740,986,391

一般管理費

167,774,000

235,849,148

その他支出

37,764,000

5,127,674

計

3,114,705,000

1,981,963,213

収入
投融資回収金

支出
業務経費

差額

備

考

1,615,533,179 貸付先が実施した担保物件売却等に伴う
回収増

-149,574,009 還付消費税の減等
1,465,959,170

-1,168,180,609 事業の執行減による減等
68,075,148 退職手当の増等
-32,636,326 鉱害賠償積立金払渡の減等
-1,132,741,787
（単位：円）

（石炭経過勘定）
区

分

合計

予算額

決算額

1,086,664,122

2,702,197,301

その他収入

341,778,000

192,203,991

計

1,428,442,122

2,894,401,292

2,909,167,000

1,740,986,391

一般管理費

167,774,000

235,849,148

その他支出

37,764,000

5,127,674

計

3,114,705,000

1,981,963,213

収入
投融資回収金

支出
業務経費

差額

備

考

1,615,533,179 貸付先が実施した担保物件売却等に伴う
回収増

-149,574,009 還付消費税の減等
1,465,959,170

-1,168,180,609 事業の執行減による減等
68,075,148 退職手当の増等
-32,636,326 鉱害賠償積立金払渡の減等
-1,132,741,787

