
 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

平成２６年度計画の変更について 

 

 

 

○変更事項 

「３．予算、収支計画及び資金計画（１） 予算、収支計画及び資金計画（別紙）」に

平成 26 年度補正予算の内容等を反映する。 

 

 

 

○変更理由 

平成２６年度補正予算が平成２７年２月３日に成立したことに伴い、鉄道・運輸機

構の平成２６年度計画のうち、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関す

る省令第４条第１項において年度計画に記載すべきと定められている事項「三 予算

（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画」について所要の変更を行う必要

があるため。 

なお、独立行政法人通則法第３１条第１項に基づき、補正予算成立日をもって変更

後の平成２６年度計画を国土交通大臣へ届け出るとともに機構ホームページにおい

て公表している。 

 



別 紙

予算 （単位：百万円） 予算 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額

収入 収入

国庫補助金等 41,735 国庫補助金等 41,735

地方公共団体建設費負担金 35,975 地方公共団体建設費負担金 35,975

地方公共団体建設費補助金 5,760 地方公共団体建設費補助金 5,760

借入金等 401,600 借入金等 401,600

財政融資資金借入金 30,300 財政融資資金借入金 30,300

民間借入金 213,300 民間借入金 213,300

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 158,000 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 158,000

業務収入 185,857 業務収入 185,662

受託収入 12,625 受託収入 12,625

業務外収入 2,131 業務外収入 2,131

他勘定より受入 162,177 他勘定より受入 160,357

計 806,126 計 804,111

支出 支出

業務経費 業務経費

鉄道建設業務関係経費 181,282 鉄道建設業務関係経費 179,267

受託経費 受託経費

鉄道建設業務関係経費 9,281 鉄道建設業務関係経費 9,281

借入金等償還 567,255 借入金等償還 567,255

支払利息 23,553 支払利息 23,553

一般管理費 5,419 一般管理費 5,419

人件費 17,282 人件費 17,282

業務外支出 10,627 業務外支出 10,627

他勘定へ繰入 28,269 他勘定へ繰入 28,269

計 842,969 計 840,954

【建設勘定】 【建設勘定】

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構　平成２６年度計画

新旧対照表（案）

改　　　正　　　案 現　　　　　　　行

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度） 鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度）



別 紙

資金計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）
金　　　額 金　　　額

資金支出 864,559 資金支出 862,544
業務活動による支出 276,535 業務活動による支出 274,520
投資活動による支出 423 投資活動による支出 423
財務活動による支出 567,255 財務活動による支出 567,255
翌年度への繰越金 20,346 翌年度への繰越金 20,346

資金収入 864,559 資金収入 862,544
業務活動による収入 404,042 業務活動による収入 402,027

受託収入 12,625 受託収入 12,625
その他の収入 391,417 その他の収入 389,402

投資活動による収入 484 投資活動による収入 484
財務活動による収入 401,600 財務活動による収入 401,600
前年度よりの繰越金 58,433 前年度よりの繰越金 58,433

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度） 鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度）

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分

【建設勘定】 【建設勘定】

改　　　正　　　案 現　　　　　　　行



別 紙

予算 （単位：百万円） 予算 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額

収入 収入

運営費交付金 225 運営費交付金 225

国庫補助金等 98,210 国庫補助金等 95,910

国庫補助金 98,008 国庫補助金 95,708

政府補給金 202 政府補給金 202

業務収入 462,572 業務収入 462,572

業務外収入 25 業務外収入 25

他勘定より受入 28,269 他勘定より受入 28,269

計 589,300 計 587,000

支出 支出

業務経費 業務経費

鉄道助成業務関係経費 15,085 鉄道助成業務関係経費 14,605

借入金等償還 220,021 借入金等償還 220,021

支払利息 19,457 支払利息 19,457

一般管理費 160 一般管理費 160

人件費 424 人件費 424

業務外支出 34 業務外支出 34

他勘定へ繰入 334,119 他勘定へ繰入 332,299

計 589,300 計 587,000

【助成勘定】 【助成勘定】

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構　平成２６年度計画

新旧対照表（案）

改　　　正　　　案 現　　　　　　　行

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度） 鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度）



別 紙

収支計画 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額
費用の部 621,952 費用の部 619,652

経常費用 524,374 経常費用 522,074
鉄道助成業務費 523,783 鉄道助成業務費 521,483
一般管理費 590 一般管理費 590
減価償却費 0 減価償却費 0

財務費用 97,576 財務費用 97,576
雑損 2 雑損 2

収益の部 560,986 収益の部 558,686
運営費交付金収益 225 運営費交付金収益 225
鉄道助成業務収入 462,525 鉄道助成業務収入 462,525
補助金等収益 98,210 補助金等収益 95,910
資産見返負債戻入 0 資産見返負債戻入 0

資産見返補助金等戻入 0 資産見返補助金等戻入 0
資産見返運営費交付金戻入 0 資産見返運営費交付金戻入 0

財務収益 24 財務収益 24
雑益 2 雑益 2

純利益 △ 60,966 純利益 △ 60,966
目的積立金取崩額 60,966 目的積立金取崩額 60,966
総利益 0 総利益 0

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度） 鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度）

【助成勘定】 【助成勘定】

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分

改　　　正　　　案 現　　　　　　　行



別 紙

資金計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）
金　　　額 金　　　額

資金支出 589,586 資金支出 587,286
業務活動による支出 269,705 業務活動による支出 267,405
投資活動による支出 1 投資活動による支出 1
財務活動による支出 319,596 財務活動による支出 319,596
翌年度への繰越金 284 翌年度への繰越金 284

資金収入 589,586 資金収入 587,286
業務活動による収入 589,303 業務活動による収入 587,003

運営費交付金による収入 225 運営費交付金による収入 225
補助金等による収入 98,210 補助金等による収入 95,910
その他の収入 490,868 その他の収入 490,868

前年度よりの繰越金 283 前年度よりの繰越金 283

改　　　正　　　案 現　　　　　　　行
鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度） 鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成２６年度）

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分

【助成勘定】 【助成勘定】


