
外務省 令和元年度省庁別連結財務書類の概要 

 
 

１．作成目的 

外務省の業務と関連する独立行政法人等を連

結した財務状況を開示。 

２．作成方法 
「省庁別財務書類の作成基準」に基づき作成
（省庁別財務書類と独立行政法人等を合算し、
外務省と独立行政法人等の債権債務等を相殺
消去）。 

３．連結の範囲等 

（連結対象法人） 

独立行政法人国際協力機構 

独立行政法人国際交流基金 

 

（連結対象法人と外務省の業務関連性） 

外務大臣は、連結対象法人の主務大臣として、

業務運営の効率化や質の向上等について中期

目標を定めること及び監督することとされてい

る。 

 

（連結の基準） 

外務省が所掌している業務と関連する事務・事

業を行っている独立行政法人等を連結（監督権

限及び財政支出の有無により判断）。 

（使用財務諸表） 
法定財務諸表 

４．省庁別連結財務書類の留意点 
・連結に際して、連結対象法人の会計処理を、省
庁別財務書類の会計処理に統一していない。 
・連結対象法人に特有の会計処理については、
連結に際して修正を行っている。 

＜主な増減内容＞ 

（注）省庁ベースは、省庁別財務書類（一般会計・特別会計）を

指す。 

１．貸借対照表 

（資産） 

現金･預金… 国際協力機構 ＋4,144億円 

有価証券… 国際協力機構 ＋1,035億円 

 国際交流基金 ＋582億円 

貸付金…… 国際協力機構 ＋12兆 6,149億円 

貸倒引当金…国際協力機構 △2,294億円 

出資金…… 相殺消去 △10兆 419億円 

（負債） 

  債 券……… 国際協力機構 ＋7,907億円 

借入金…… 国際協力機構 ＋2兆 691億円 

２．業務費用計算書 

委託費等……… 相殺消去 △926億円 

運営費交付金… 相殺消去 △1,669億円 

その他の経費… 国際協力機構 ＋1,620億円 

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      1,058億円 

連結ベース           1,047 億円 

省庁ベース           △11 億円 

左記(A) + (B)により算出 

⇒企業会計の「当期純利益(損失)」に相当 

財 源……連結による増              ＋1,617億円 

 独立行政法人等収入        ＋4,222億円 

 相殺消去                △2,604億円 

４．区分別収支計算書 

財 源… 連結による増              ＋1兆 5,598億円 

国際協力機構    独立行政法人等収入 ＋4,341億円 

            貸付金の回収による収入 ＋7,794億円 

       有価証券の売却・償還による収入 +267億円 

               前年度剰余金等受入 ＋5,383億円 

業務支出… 連結による増            △1兆 1,840億円 

国際協力機構   貸付けによる支出 △1兆 905億円 

        有価証券の取得による支出 △288億円 

                 その他の支出 △1,806億円 

業務収支… 連結による増                ＋3,757億円 

財務収支… 連結による増                 ＋556億円 

国際協力機構   借入による収入 ＋2,652億円 

         借入金の返済による支出 △2,335億円 

           債券の発行による収入 ＋596億円 

 

 業務費用計算書 (単位:十億円） 

 省庁ベース 連結ベース 差額 

人件費 82 106 24 

退職給付引当金等繰入額等 7 11 3 

無償資金協力事業費 - 89 89 

補助金等 3 4 0 

委託費等 445 358 △87 

運営費交付金 166 - △166 

庁費等 112 112 0 

減価償却費 6 11 4 

貸倒引当金繰入額等 0 △19 △19 

支払利息 0 37 37 

資産処分損益 0 △1 △1 

その他の業務費用 31 204 172 

本年度業務費用合計 858 914 55 

     

    

    

    

    

    

 

 
資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 省庁ベース 連結ベース 差額 

前年度末資産・負債差額 10,259 10,466 206 

本年度業務費用合計 (A) △858 △914 △55 
財源合計 (B) 857 1,019 161 

主管・配賦財源等 857 857 △0 

連結対象法人収入 - 161 

 

161 

無償所管換等 72 72 - 

 資産評価差額等 117 18 △99 

その他資産・負債差額の増減 - 5 5 

本年度末資産・負債差額 10,448 10,667 219 

（参考） (A) + (B) △1 104 

0 

105 
 

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 省庁ベース 連結ベース 差額 

業務収支 3 

 

379 375 
 財源 857 2,417 1,559 

 業務支出 △854 △2,038 △1,184 

財務収支 △3 

 

52 55 

本年度収支（業務収支＋財務収支） - 431 431 

翌年度歳入繰入等 - 431 431 

本年度末現金・預金残高 - 431 431 

     
    

    

 

省庁別連結財務書類について 省庁ベースとの主な相違 
 貸 借 対 照 表 (単位:十億円） 

 省庁ベース 連結ベース 差額  省庁ベース 連結ベース 差額 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 - 431 431 未払金等 0 35 35 

有価証券 - 161 161 賞与引当金 4 5 1 

未収金等 1 33 31 債券 - 790 790 

貸付金 0 12,614 12,614 

 

借入金 - 2,069 2,069 

破産更生債権等 - 87 87 

9 

退職給付引当金 56 78 21 

貸倒引当金 △1 

- 

△231 △229 その他の負債 6 39 33 

有形固定資産 461 517 56     

国有財産（公共用財産除く） 448 500 52 

4 

    

物品等 13 17 3 負債合計 66 3,018 2,951 

無形固定資産 11 21 10     

出資金 10,041 - △10,041 ＜ 資産・負債差額の部 ＞    

その他投資等 - 11 11 資産・負債差額 10,448 10,667 219 

その他の資産 0 38 37     

資産合計 10,515 13,686 3,171 負債及び資産・負債差額合計 10,515 13,686 3,171 

 


