
財務諸表

（水源林勘定）

平成２５事業年度



（水源林勘定） （単位：円）

資産の部

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 6,216,579,416

前払費用 14,131,608

未収収益 231,117

未収入金 175,159

未収還付消費税等 66,704,281

その他の流動資産 4,210,718

6,302,032,299

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

水源林 967,794,916,077

建物 46,907,979

減価償却累計額 △ 20,077,477 26,830,502

構築物 51,408,242

減価償却累計額 △ 10,515,101 40,893,141

工具器具備品 76,183,614

減価償却累計額 △ 16,298,462 59,885,152

土地 1,268,738,000

有形固定資産合計 969,191,262,872

２ 無形固定資産

ソフトウェア 851,136

電話加入権 320,000

無形固定資産合計 1,171,136

３ 投資その他の資産

敷金・保証金 104,958,689

投資その他の資産合計 104,958,689

969,297,392,697

975,599,424,996資産合計

貸　借　対　照　表

（平成２６年３月３１日）

  流動資産合計

　固定資産合計



負債の部

Ⅰ 流動負債

一年内償還予定森林総合研究所債券 3,000,000,000

短期借入金 12,347,500,000

未払金 184,267,522

未払費用 199,869,205

預り金 22,729,026

仮受金 205,042,921

15,959,408,674

Ⅱ 固定負債

資産見返負債

　資産見返補助金等 102,433,141 102,433,141

森林総合研究所債券 15,400,000,000

　債券発行差額（－） △ 1,503,432 15,398,496,568

長期借入金 128,892,500,000

引当金

退職給付引当金 2,353,988,855

146,747,418,564

162,706,827,238

純資産の部

Ⅰ 資本金

政府出資金 697,524,659,170

697,524,659,170

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 113,689,795,569

113,689,795,569

Ⅲ 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 547,574,231

積立金 763,258,992

当期未処分利益 367,309,796

（うち当期総利益 367,309,796 ）

1,678,143,019

812,892,597,758

975,599,424,996

流動負債合計

         純資産合計

      　　 負債純資産合計

利益剰余金合計

固定負債合計

負債合計

資本剰余金合計

資本金合計



（水源林勘定） （単位：円）

経常費用

分収造林原価 207,666,286

販売・解約事務費 257,538,629

一般管理費

人件費 461,325,803

退職給付引当金繰入 28,184,351

減価償却費 13,343,997

賃借料 44,619,722

消耗備品費 17,555,651

諸経費 29,199,890

その他一般管理費 51,376,093 645,605,507

財務費用

借入金利息 2,176,953,001

債券利息 236,580,124 2,413,533,125

雑損 591,180

3,524,934,727

経常収益

分収造林収入 369,546,348

販売・解約事務費収入 258,913,322

国庫補助金等収益 2,791,261,510

資産見返負債戻入

資産見返補助金等戻入 13,343,998 13,343,998

財務収益

政府補給金収入 4,533,125

受取利息 7,622,074 12,155,199

雑益 197,024,146

3,642,244,523

117,309,796

当期純利益 117,309,796

前中期目標期間繰越積立金取崩額 250,000,000

当期総利益 367,309,796

損　益　計　算　書

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

経常費用合計

経常収益合計

経常損益



（水源林勘定）

（単位：円）

Ⅰ

原材料又はサービスの購入による支出 △ 27,088,409,586

人件費支出 △ 2,893,434,040

その他の業務支出 △ 527,638,353

造林事業収入 986,295,302

国庫補助金等収入 30,745,328,000

補助金等の精算による返還金の支出 △ 313,350

政府補給金収入 4,533,125

　　　　小計 1,226,361,098

利息の受取額 7,673,565

利息の支払額 △ 3,365,449,103

△ 2,131,414,440

Ⅱ

定期預金の預入による支出 △ 4,900,000,000

定期預金の払戻による収入 5,000,000,000

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 △ 24,371,330

敷金及び保証金の差入による支出 △ 12,630,912

敷金及び保証金の回収による収入 5,663,000

68,660,758

Ⅲ

債券の償還による支出 △ 2,000,000,000

長期借入れによる収入 6,500,000,000

長期借入金の返済による支出 △ 12,787,500,000

政府出資金の受入による収入 10,778,000,000

2,490,500,000

Ⅳ 資金増加額又は減少額（△） 427,746,318

Ⅴ 資金期首残高 1,488,833,098

Ⅵ 資金期末残高 1,916,579,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー計算書

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

業務活動によるキャッシュ・フロー

業務活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー



（水源林勘定） （単位：円）

Ⅰ 当期未処分利益 367,309,796

当期総利益 367,309,796

Ⅱ 利益処分額

積立金 367,309,796 367,309,796

利益の処分に関する書類



（水源林勘定） （単位：円）

Ⅰ

（１）

207,666,286

257,538,629

645,605,507

2,413,533,125

591,180 3,524,934,727

（２）

△369,546,348

△258,913,322

△7,622,074

△197,024,146 △833,105,890

業務費用合計 2,691,828,837

Ⅱ 損益外減価償却相当額 0

Ⅲ 損益外減損損失相当額 41,994,927

Ⅳ 損益外除売却差額相当額 1,822,935,682

Ⅴ 引当外賞与増加見積額 16,691,516

Ⅵ 引当外退職給付増加見積額 △ 110,469,809

Ⅶ

政府出資等の機会費用 5,073,890,412

Ⅷ 行政サービス実施コスト 9,536,871,565

受 取 利 息

雑 益

機会費用

（ 控 除 ） 自 己 収 入 等

分 収 造 林 収 入

販 売 ・ 解 約 事 務 費 収 入

雑 損

行政サービス実施コスト計算書

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

業務費用

損益計算書上の費用

財 務 費 用

一 般 管 理 費

分 収 造 林 原 価

販 売 ・ 解 約 事 務 費



（１）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　　２～２４年

　　構築物　　　８～１５年

（２）無形固定資産

　定額法を採用しております。
　なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいております。

　２．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

　該当事項はありません。

（２）賞与引当金
　役職員の賞与については、国庫補助金等により財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は計上しておりません。
　なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、事業年度末に在職する役職員について、当期
末における賞与支給見込額から前期末における賞与支給見込額を控除して計算しております。

（３）退職給付引当金

　役職員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準、森林総合研究所役員退職手当規程及び森林総合研究所職員
退職手当支給規程に基づき、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
　なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、独立行政法人会計基準第38に基づき計算
された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

　３．有価証券の評価基準及び評価方法

　４．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　５．支払利息の原価算入について

　６．水源林の価額及び評価方法

　７．債券発行差額の償却方法について

　８．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

　９．リース取引の処理方法

　政府出資等の機会費用は、資本剰余金相当額を含めた政府出資等の純額に一定利率を乗じて計算しております。

　該当事項はありません。

　水源林造成事業の支払利息は、政府補給金により利子補給を受けている部分及び国庫補助金により調達している部分を除
き、原価に算入することとして、水源林に含めております。

　該当事項はありません。

　リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。

　リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。

重要な会計方針

　債券の発行差額は、償却原価法（定額法）により償却しております。

　平成20年４月１日時点において標準伐期齢以上の立木は、平成20年４月１日時点の市場価値（正味売却価額）による評価額
に評価日以降の投資額を加えた額。

　平成20年４月１日時点において標準伐期齢未満の立木は、平成20年４月１日時点の取得原価に評価日以降の投資額を加えた
額。

　１．減価償却の会計処理方法



１０．消費税等の会計処理

１１．重要な会計方針の変更

１２．その他の重要な事項

　一般管理費の会計処理
　一般管理費（共通部分の経費）については、損益計算書に計上しております。

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

　該当事項はありません。



（１）水源林の価額

①平成20年４月１日時点の市場価値（正味売却価額）による評価額にその後の投資額を加えた額

②平成20年４月１日時点の取得原価にその後の投資額を加えた額

（２）支払利息のうち、当期に原価算入している額

（３）役職員の引当外賞与見積額

（４）退職給付引当金関係

ａ．採用している退職給付制度の概要

　　

ｂ．退職給付債務に関する事項 （単位:円）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）＝（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）

（Ｅ）

（Ｄ）＋（Ｅ）

ｃ．退職給付費用に関する事項 （単位:円）

ｄ．退職給付債務等の計算に関する事項

①割引率

②退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

③過去勤務債務の費用処理年数 12年

④数理計算上の差異の処理年数 12年

△ 507,073,786

 政府交付金の財源措置があるため引当てなかった額（△）

区 分

163,095,043

0

△ 46,806,811

 未認識数理計算上の差異

187,540,778円

当　期
（自 平成25年４月１日

　  至 平成26年３月31日）

 退職給付引当金 2,353,988,855

△ 3,173,310

当期末
（平成26年３月31日現在）

1,843,741,759

79,709,155,092円

（貸借対照表関係）

 未認識過去勤務債務

区 分

　確定給付型の制度として、役員について森林総合研究所役員退職手当規程、職員について森林総合研究
所職員退職手当支給規程による退職一時金制度を設けております。

 退職給付債務

注記事項

 貸借対照表計上額純額

922,840,817円

2,353,988,855

888,085,760,985円

 勤務費用

167,629,906

1.40%

18,579,864

0

（平均残存勤務期間内の12年間をもって、発生翌年度以降定額法により費用処理を行っております。）

（平均残存勤務期間内の12年間をもって、発生時から定額法により費用処理を行っております。）

32,761,810

 数理計算上の差異の費用処理額

 過去勤務債務の費用処理額

 利息費用

 運営費交付金の財源措置があるため引当金を繰入れなかった額（△）

 退職給付費用



円

円

（差引）資金期末残高 円

（行政サービス実施コスト計算書関係）

（１）行政サービス実施コスト計算書における機会費用

　政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成26年３月末利回りを参考に0.640％で計算しております。

（２）引当外退職給付増加見積額のうち、△110,469,809円については、国及び地方公共団体からの出向職員に

係るものであります。

（金融商品の時価等の開示）

（１）金融商品の状況に関する事項

　 　当法人は、資金運用は短期に限定しております。

　借入金の発生利息の一部は国庫補助金等により補てんされております。

（２）金融商品の時価等に関する事項

　　期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（注）負債に計上されているものは、（　）で示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

①現金及び預金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

②一年内償還予定森林総合研究所債券、④森林総合研究所債券

　当法人が発行した債券の時価は、市場価格によっております。

③短期借入金、⑤長期借入金

　これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

1,916,579,416

6,216,579,416

4,300,000,000

　借入金及び森林総合研究所債券（以下「借入金等」という。）は、独立行政法人森林総合研究所法附則第
１７条の償還計画に基づき管理しております。

うち定期預金等

　借入金等の使途は事業投資資金（長期固定）であり、将来の金利動向によっては高い金利で借り換えざる
を得ないという金利の変動リスクに晒されています。

現金及び預金勘定



（固定資産の減損関係）

（１）減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

（２）認められた減損の兆候の概要

（３）減損を認識しない理由

（４）減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

（５）減損の認識に至った経緯

（６）減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の固定資産ごとの内訳

（７）回収可能サービス価額

　①水源林については、契約相手方と主伐に伴う造林木の販売に関する協議・承諾を締結したが、
現時点では、造林木売買契約が締結されていないため、売買契約が成立するまでの間は、当該資産
がその使用目的に従った機能を有しているため、減損を認識していません。

　②水源林については、契約相手方と主伐に伴う造林木の販売に関する協議・承諾を締結し、今年度造林
木売買契約も締結されたため、当該資産を法人自らが使用しないという決定を行い、当該決定を行った日
の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であるので、減損を認識しています。

　①水源林については、契約相手方と主伐に伴う造林木の販売に関する協議・承諾を締結したため、今
後当該資産の使用可能性（水源涵養等公益的機能の発揮）の著しい低下が見込まれると判断していま
す。

　②水源林については、売買契約が成立したため、実際の売却価額を正味売却価額としています。



（リース取引）

オペレーティング・リース取引

貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料 円

貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料 円

（重要な債務負担行為）

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

52,893,600

22,210,524

　該当事項はありません。
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