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＜道路整備勘定＞ （単位：円）

資産の部
Ⅰ　流動資産
　　　　現金及び預金 474,236,598   
　　　　未収金 1,494,851     
　　　　未収消費税等 1,674,703     
　　　　　　　流動資産合計 477,406,152   
Ⅱ　固定資産
　１　有形固定資産
　　　　建　物 1,701,011,389   
　　　　　減価償却累計額 449,297,436     1,251,713,953 
　　　　構築物 263,902,186     
　　　　　減価償却累計額 107,366,304     156,535,882   
　　　　機械及び装置 2,320,984,002   
　　　　　減価償却累計額 1,311,706,806   1,009,277,196 
　　　　車両運搬具 324,367,192     
　　　　　減価償却累計額 104,993,790     219,373,402   
　　　　工具器具備品 164,954,645     
　　　　　減価償却累計額 89,370,192      75,584,453    
　　　　　　有形固定資産合計 2,712,484,886 
　２　無形固定資産
　　　　ソフトウエア 14,570,100    
　　　　　　無形固定資産合計 14,570,100    
　　　　　　　固定資産合計 2,727,054,986 
　　　　　　　　資産合計 3,204,461,138   

負債の部
Ⅰ　流動負債
　　　　研究業務未払金 142,726,229   
　　　　未払金 149,303,553   
　　　　未払費用 11,033,163    
　　　　預り金 1,260,423     
　　　　　　　流動負債合計 304,323,368   
Ⅱ　固定負債
　　　　資産見返負債
　　　　　資産見返運営費交付金 257,699,215     
　　　　　資産見返物品受贈額 139,653,185     397,352,400   
　　　　　　　固定負債合計 397,352,400   
　　　　　　　　負債合計 701,675,768     

資本の部
Ⅰ　資本金
　　　　政府出資金 3,330,851,783 
　　　　　　　資本金合計 3,330,851,783 
Ⅱ　資本剰余金
　　　　資本剰余金 803,605,345   
　　　　損益外減価償却累計額（△） △1,804,754,542
　　　　　　　資本剰余金合計 △1,001,149,197
Ⅲ　利益剰余金
　　　　積立金 157,110,166   
　　　　当期未処分利益 15,972,618    
　　　　（うち当期総利益） (15,972,618)
　　　　　　　利益剰余金合計 173,082,784   
　　　　　　　　資本合計 2,502,785,370   
　　　　　　　　　負債資本合計 3,204,461,138   

　（注）　役職員の退職給付の見積額 92,388,435    

貸  　借　　対　　照　　表
（平成１８年３月３１日）
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＜道路整備勘定＞ （単位：円）

　経常費用

　　研究業務費

　　　人件費 155,441,934     

　　　業務委託費 689,342,046     

　　　賃借料 6,752,406       

　　　減価償却費 42,433,805      

　　　保守・修繕費 73,803,629      

　　　水道光熱費 31,944,960      

　　　旅費交通費 38,839,896      

　　　消耗品費 65,525,515      

　　　その他研究業務費 68,419,505      1,172,503,696   

　　一般管理費

　　　人件費 89,378,991      

　　　管理委託費 2,797,158       

　　　減価償却費 2,485,716       

　　　水道光熱費 2,746,725       

　　　図書印刷費 1,015,787       

　　　消耗品費 11,750,345      

　　　その他一般管理費 2,409,783       112,584,505     

　　雑損 31,307,073      

　　　　経常費用合計 1,316,395,274   

　経常収益

　　運営費交付金収益 1,258,167,377   

　　施設費収益 5,342,000       

　　資産見返負債戻入

　　　資産見返運営費交付金戻入 27,344,859      

　　　資産見返物品受贈額戻入 39,777,819      67,122,678      

　　財務収益

　　　受取利息 61,134          61,134          

　　雑益

　　　その他雑益 1,674,703       1,674,703       

　　　　　経常収益合計 1,332,367,892   

　　　　　　経常利益 15,972,618      

　当期純利益 15,972,618      

　当期総利益 15,972,618      

損　　益　　計　　算　　書
（平成17年 4月 1日～平成18年 3月31日）
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＜道路整備勘定＞ （単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　研究資材の購入及び研究業務の委託による支出 △649,946,110   

　　　人件費支出 △247,170,674   

　　　消費税等の支払額 △571,100       

　　　その他の業務支出 △336,330,248   

　　　運営費交付金収入 1,289,313,000   

　　　　小　計 55,294,868      

　　　利息の受取額 61,134          

　　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 55,356,002      

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △116,200,354   

　　　無形固定資産の取得による支出 △7,300,650     

　　　定期預金の預入による支出 △200,000,000   

　　　定期預金の解約による収入 356,875,675     

　　　施設費による収入 175,182,000     

　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 208,556,671     

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー -               

Ⅳ　資金増加額 263,912,673     

Ⅴ　資金期首残高 210,323,925     

Ⅵ　資金期末残高 474,236,598     

　（注）　資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

　　　　　　現金及び預金勘定 474,236,598     

　　　　　　資金期末残高 474,236,598     

キャッシュ・フロー計算書
（平成17年 4月 1日～平成18年 3月31日）
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＜道路整備勘定＞ （単位：円）

Ⅰ　業務費用

　　　損益計算書上の費用

　　　　　研究業務費 1,172,503,696   

　　　　　一般管理費 112,584,505     

　　　　　雑損 31,307,073      1,316,395,274   

　　　（控除）

　　　　　財務収益 △61,134        

　　　　　その他雑益 △1,674,703     △1,735,837     1,314,659,437   

Ⅱ　損益外減価償却等相当額

　　　損益外減価償却相当額 170,234,566     

　　　損益外固定資産除却相当額 2,947,655       173,182,221     

Ⅲ　引当外退職給付増加見積額 12,185,163      

Ⅳ　機会費用

政府出資又は地方公共団体出資
等の機会費用

41,265,314      41,265,314      

Ⅴ　行政サービス実施コスト 1,541,292,135   

行政サービス実施コスト計算書
（平成17年 4月 1日～平成18年 3月31日）
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＜道路整備勘定＞ （単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 15,972,618      

　

　　　当期総利益 15,972,618      

　

Ⅱ　利益処分額

　　　積立金 15,972,618      

利益の処分に関する書類
（平成１８年６月２８日）
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注 記 事 項

１．重要な会計方針

（１）運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

（２）減価償却の会計処理方法

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 ２４年 ～ ５０年
機械及び装置 ８年 ～ １７年

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８６）の減価償却相当額については、
損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

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

基づいて償却しております。

（３）退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
役職員の退職給付については財源措置がなされるため、退職給付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退職給付増加見積額は、自己都合退

職金要支給額の当期増加額に基づき計上しております。

（４）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

国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法①
近隣の賃貸料や国有財産貸付料の算定方法及び条例等に基づく占用料を参考に計上して

おります。
② 政府出資又は地方公共団体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１７年３月末利回りを参考に1.77％で計算しております。

（５）リース取引の処理方法

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。

（６）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
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２．重要な債務負担行為

該当事項はありません。

３．重要な後発事象

（独立行政法人北海道開発土木研究所との統合）
平成16年12月24日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」１．（２）独立行政法人の組

織・業務全般の見直し等により、中期目標期間の終了時において法人組織が見直され、独立行
政法人土木研究所（以下 「土木研究所」という ）と独立行政法人北海道開発土木研究所（以、 。
下 「北海道開発土木研究所」という ）は、平成18年4月1日に統合しました。、 。

（１）統合の方法
独立行政法人土木研究所法（以下 「土木研究所法」という ）附則第８条第１項の規定に、 。

基づき、北海道開発土木研究所の一切の権利及び義務について、国に承継される資産を除い
て、土木研究所が承継する方法によって統合しております。

（２）統合による純資産の増加
土木研究所法附則第９条第１項の規定に基づき、土木研究所が承継する資産の価額から負

債の金額を差し引いた額について、政府から出資されたものとされます。承継する資産の価
額は、今後開催される資産評価委員会の決定によることとなりますので、未定であります。

（３）承継した資産及び債務
北海道開発土木研究所より承継する資産及び債務につきましては、平成１７年度財務諸表

の国土交通大臣承認をもって確定することとなりますので、未定であります。

（４）役員の状況
統合に際し、以下の者が役員に就任いたしました。

役 職 氏 名
理事長 坂本 忠彦
理事（理事長代理） 高木 秀貴
理事 中村 俊行
監事 堀 才大
監事（非常勤） 竹原 功


