
平成２６事業年度

財務諸表

（水源林勘定）



（水源林勘定） （単位：円）

資産の部

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 6,329,318,551

前払費用 13,715,784

未収収益 263,979

未収入金 12,571,756

未収還付消費税等 14,746,430

その他の流動資産 2,618,522

6,373,235,022

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

水源林 987,385,053,308

建物 46,907,979

減価償却累計額 △ 23,451,613 23,456,366

構築物 50,460,148

減価償却累計額 △ 13,201,864 37,258,284

工具器具備品 80,236,751

減価償却累計額 △ 29,642,480 50,594,271

土地 1,268,738,000

有形固定資産合計 988,765,100,229

２ 無形固定資産

ソフトウェア 18,819,579

電話加入権 320,000

無形固定資産合計 19,139,579

３ 投資その他の資産

敷金・保証金 104,109,945

投資その他の資産合計 104,109,945

988,888,349,753

995,261,584,775資産合計

貸　借　対　照　表

（平成２７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 12,067,500,000

未払金 222,488,759

未払費用 172,398,258

預り金 28,985,357

仮受金 95,841,032

15,587,213,406

Ⅱ 固定負債

資産見返負債

　資産見返補助金等 107,440,518 107,440,518

森林総合研究所債券 12,400,000,000

　債券発行差額（－） △ 1,193,448 12,398,806,552

長期借入金 123,225,000,000

引当金

退職給付引当金 2,347,297,980

138,078,545,050

153,665,758,456

純資産の部

Ⅰ 資本金

政府出資金 708,301,659,170

708,301,659,170

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 131,454,440,368

131,454,440,368

Ⅲ 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 297,574,231

積立金 1,130,568,788

当期未処分利益 411,583,762

（うち当期総利益 411,583,762 ）

1,839,726,781

841,595,826,319

995,261,584,775

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 121,974,892

販売・解約事務費 369,227,127

復興促進業務費 12,445,380

一般管理費

人件費 529,971,549

退職給付引当金繰入 25,927,243

減価償却費 17,857,586

賃借料 51,309,561

消耗備品費 21,716,207

諸経費 35,219,502

その他一般管理費 67,999,988 750,001,636

財務費用

借入金利息 1,894,785,611

債券利息 215,504,389 2,110,290,000

雑損 70,886

3,364,009,921

経常収益

分収造林収入 445,175,279

販売・解約事務費収入 370,610,678

国庫補助金等収益 2,603,589,430

資産見返負債戻入

資産見返補助金等戻入 17,927,749 17,927,749

財務収益

政府補給金収入 1,290,000

受取利息 7,439,001 8,729,001

雑益 79,561,546

3,525,593,683

161,583,762

当期純利益 161,583,762

前中期目標期間繰越積立金取崩額 250,000,000

当期総利益 411,583,762

損　益　計　算　書

（平成２６年４月１日～平成２７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 △ 16,939,438,624

人件費支出 △ 3,098,736,333

その他の業務支出 △ 660,849,123

造林事業収入 976,407,542

国庫補助金等収入 20,952,433,198

補助金等の精算による返還金の支出 △ 4,608,808

政府補給金収入 1,290,000

　　　　小計 1,226,497,852

利息の受取額 7,406,134

利息の支払額 △ 2,924,613,183

△ 1,690,709,197

Ⅱ

定期預金の預入による支出 △ 4,700,000,000

定期預金の払戻による収入 4,400,000,000

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 △ 26,900,412

敷金及び保証金の差入による支出 △ 4,041,500

敷金及び保証金の回収による収入 4,890,244

△ 326,051,668

Ⅲ

債券の償還による支出 △ 3,000,000,000

長期借入れによる収入 6,400,000,000

長期借入金の返済による支出 △ 12,347,500,000

政府出資金の受入による収入 10,777,000,000

1,829,500,000

Ⅳ 資金増加額又は減少額（△） △ 187,260,865

Ⅴ 資金期首残高 1,916,579,416

Ⅵ 資金期末残高 1,729,318,551

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２６年４月１日～平成２７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 411,583,762

当期総利益 411,583,762

Ⅱ 利益処分額

積立金 411,583,762 411,583,762

利益の処分に関する書類



（水源林勘定） （単位：円）

Ⅰ

（１）

121,974,892

369,227,127

12,445,380

750,001,636

2,110,290,000

70,886 3,364,009,921

（２）

△445,175,279

△370,610,678

△7,439,001

△79,561,546 △902,786,504

業務費用合計 2,461,223,417

Ⅱ 損益外減価償却相当額 0

Ⅲ 損益外減損損失相当額 112,427,609

Ⅳ 損益外除売却差額相当額 456,543,968

Ⅴ 引当外賞与見積額 4,713,582

Ⅵ 引当外退職給付増加見積額 6,809,425

Ⅶ

政府出資等の機会費用 3,260,666,845

Ⅷ 行政サービス実施コスト 6,302,384,846

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２６年４月１日～平成２７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

復 興 促 進 業 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　　　６～１５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

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

　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。

　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。



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。

　該当事項はありません。

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。



（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

 退職給付費用

（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。）

 政府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（△）

905,664,757,775円

81,720,295,533円

192,254,360円

 退職給付債務 1,996,213,316

△ 460,266,975

（貸借対照表関係）

 未認識過去勤務債務

区 分

147,728,392

　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。

注記事項

 貸借対照表計上額純額

787,162,220円

2,347,297,980

 退職給付引当金 2,347,297,980

109,182,311

当期末
（平成27年３月31日現在）

 政府交付金の財源措置があるため引当てなかった額（△）

△ 46,806,811

 未認識数理計算上の差異

区 分

159,624,222

0

当　期
（自 平成26年４月１日

　  至 平成27年３月31日）

 過去勤務債務の費用処理額

 利息費用

（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。）

 勤務費用

31,037,606

 数理計算上の差異の費用処理額 3,873,375

1.40%

0



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27年３月末利回りを参考に0.395％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、6,809,425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。

うち定期預金等

　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。
　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

 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

6,329,318,551

1,729,318,551

4,600,000,000

（キャッシュ・フロー計算書関係）



（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

（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）

　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。

　該当事項はありません。

　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。

　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。

　該当事項はありません。

86,721,900

29,906,400
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