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（自　平成３０年４月１日　　　　　　

（一般勘定）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 13,649,835,000 13,649,835,000 - 

　その他の補助金等 1,165,661,000 66,989,136,582 65,823,475,582 補助金の受入実績の増

　借入金等 145,756,000 143,812,000 △1,944,000 

　貸付等回収金 46,972,912,000 100,150,310,390          53,177,398,390 高度化貸付金及び出資金の回収実績の増

　貸付金利息 515,204,000 1,659,053,221 1,143,849,221 高度化運用益返還の増

　業務収入 2,338,507,000 2,575,854,551 237,347,551 土地譲渡割賦債権等の回収実績の増

　運用収入 163,135,000 197,292,714 34,157,714 利息収入の増

　受託収入 1,034,806,000 969,046,272 △65,759,728 

　その他収入 308,747,000 603,901,312 295,154,312 出資先株式の売却等による増

　計 66,294,563,000 186,938,242,042          120,643,679,042          

支出

　業務経費 42,459,464,000 40,986,161,803 △1,473,302,197          補助金事業（基金型）等の実績の減

　貸付金 13,014,845,000 29,880,071,450 16,865,226,450 高度化貸付金の貸付実績の増

　出資金 32,490,339,000 32,041,855,169 △448,483,831 ファンド出資実績の減

　受託経費 1,034,806,000 974,237,890 △60,568,110 

　借入金等償還 419,197,000 309,930,810 △109,266,190 高度化貸付の借入金償還の減

　一般管理費 1,124,164,000 1,363,479,016 239,315,016 管理部門の経費負担の増

　その他支出 30,000,000,000 30,000,000,000 - 

　計 120,542,815,000          135,555,736,138          15,012,921,138 

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 14,248,940,000 14,248,940,000 - 

　その他の補助金等 1,165,661,000 66,989,136,582 65,823,475,582 補助金の受入実績の増

　借入金等 145,756,000 143,812,000 △1,944,000 

　貸付等回収金 46,972,912,000 100,162,058,389          53,189,146,389 高度化貸付金及び出資金の回収実績の増

　貸付金利息 515,204,000 1,659,053,221 1,143,849,221 高度化運用益返還の増

　業務収入 2,338,507,000 2,575,854,551 237,347,551 土地譲渡割賦債権等の回収実績の増

　運用収入 163,348,000 197,652,781 34,304,781 利息収入の増

　受託収入 1,034,806,000 969,046,272 △65,759,728 

　その他収入 312,378,000 607,286,656 294,908,656 出資先株式の売却等による増

　計 66,897,512,000 187,552,840,452          120,655,328,452          

支出

　業務経費 47,777,823,000 42,646,710,066 △5,131,112,934          事業実績の減

　貸付金 13,014,845,000 29,880,071,450 16,865,226,450 高度化貸付金の貸付実績の増

　出資金 32,490,339,000 32,041,855,169 △448,483,831 ファンド出資実績の減

　受託経費 1,034,806,000 974,237,890 △60,568,110 

　借入金等償還 419,197,000 309,930,810 △109,266,190 高度化貸付の借入金償還の減

　一般管理費 1,186,910,000 1,438,943,271 252,033,271 管理部門の経費負担の増

　その他支出 30,000,000,000 30,000,000,000 - 

　計 125,923,920,000          137,291,748,656          11,367,828,656 

 （注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

  （１）貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金等の当期減少額及び当期増加額であります。

平　 成　 ３０　 事　 業 年 度
決　　　 算　　　 報　 告 書

区　　　分
一般経理

  （２）運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。

  （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しており ます。

区　　　分
合　計
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（単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 599,105,000 599,105,000 - 

　その他の補助金等 - - - 

　借入金等 - - - 

　貸付等回収金 - 11,747,999 11,747,999 高度化貸付金の回収実績の増

　貸付金利息 - - - 

　業務収入 - - - 

　運用収入 213,000 360,067 147,067 利息収入の増

　受託収入 - - - 

　その他収入 3,631,000 3,385,344 △245,656 

　計 602,949,000 614,598,410 11,649,410 

支出

　業務経費 5,318,359,000 1,660,548,263 △3,657,810,737          被災地域産業地区再生整備事業等の実績の減

　貸付金 - - - 

　出資金 - - - 

　受託経費 - - - 

　借入金等償還 - - - 

　一般管理費 62,746,000 75,464,255 12,718,255 管理部門の経費負担の増

　その他支出 - - - 

　計 5,381,105,000 1,736,012,518 △3,645,092,482          

平 成 ３０ 事　　業　　年　　度　
決 算 報　　　　告　　　　書　

至　平成３１年３月３１日）

区　　　分
復興特別経理
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（産業基盤整備勘定） （単位：円）

収入

　業務収入 16,994,000 3,658,664 △13,335,336 債務保証料収入の減

　運用収入 51,645,000 55,221,616 3,576,616 

　その他収入 1,918,000 945,309 △972,691 雑益の減

　計 70,557,000 59,825,589 △10,731,411 

支出

　業務経費 153,133,000 128,555,841 △24,577,159 事業実績の減

　代位弁済費 40,044,000 - △40,044,000 保証履行実績なし

　一般管理費 23,907,000 22,201,893 △1,705,107 

　その他支出 28,911,000 28,911,337 337 不要財産に係る国庫納付による増

　計 245,995,000 179,669,071 △66,325,929 

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

 （１）業務収入は、損益計算書の債務保証料収入額に求償権回収額と受取配当金を加算した額を記載しております。

 （２）代位弁済費は、保証債務の履行金額を記載しており、貸借対照表の求償権に記載しております。

 （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

平　成　３０　事　業　年　度
決　　　算　　　報　　　告　　　書

（自　平成３０年４月１日　　至　平成３１年３月３１日）

区　　　分 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考
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（施設整備等勘定） （単位：円）

収入

　貸付等回収金 76,556,000 24,100,000 △52,456,000 跡地見返資金貸付金の回収実績の減

　貸付金利息 7,174,000 1,635,119 △5,538,881 跡地見返資金貸付金利息収入の回収実績の減

　業務収入 1,766,327,000 1,777,791,218 11,464,218 施設賃貸収入の減及び販売用不動産の譲渡実績の減

　運用収入 9,068,000 13,816,803 4,748,803 配当による増

　その他収入 965,446,000 1,406,861,366 441,415,366 固定資産の売却による増

　計 2,824,571,000 3,224,204,506 399,633,506 

支出

　業務経費 1,107,215,000 1,093,786,317 △13,428,683 賃貸等不動産事業実績の減

　一般管理費 52,098,000 48,027,597 △4,070,403 管理部門の経費負担の減

 その他支出 961,299,000 1,436,605,357 475,306,357 不要財産に係る国庫納付の増

　計 2,120,612,000 2,578,419,271 457,807,271 

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

　一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

平　成　３０　事　業　年　度
決　　　算　　　報　　　告　　　書

（自　平成３０年４月１日　　至　平成３１年３月３１日）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考区　　　分
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平　 成　 ３０　 事　
決　　　 算　　　 報　

（自　平成３０年４月１日　　　　　　

（小規模企業共済勘定）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 - - - 

　借入金等 - - - 

　貸付等回収金 392,737,696,000          395,978,846,660          3,241,150,660 

　貸付金利息 3,253,164,000 3,408,428,567 155,264,567 

　業務収入 631,318,146,000          663,715,776,230          32,397,630,230 

　運用収入 85,088,617,000 91,585,540,924 6,496,923,924 

　その他収入 1,061,847,000 1,935,306,549 873,459,549 未払給付金の雑収入計上に伴う増

　計 1,113,459,470,000 1,156,623,898,930 43,164,428,930 

支出

　業務経費 556,269,621,000          517,036,310,317          △39,233,310,683 

　貸付金 394,533,530,000          399,189,652,876          4,656,122,876 

　借入金等償還 - - - 

　支払利息 8,384,000 - △8,384,000 借入金に係る支払利息の減

　一般管理費 - - - 

　計 950,811,535,000          916,225,963,193          △34,585,571,807 

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 - - - 

　借入金等 394,533,530,000          399,189,652,876          4,656,122,876 

　貸付等回収金 387,487,324,000          385,666,937,500          △1,820,386,500          

　貸付金利息 5,250,463,000 5,237,933,554 △12,529,446 

　業務収入 - - - 

　運用収入 - 270 270 利息収入の増

　その他収入 12,887,000 1,324,821 △11,562,179 資金融通に伴う業務等経理からの受入額の減

　計 787,284,204,000          790,095,849,021          2,811,645,021 

支出

　業務経費 3,275,440,000 2,463,811,500 △811,628,500 資金融通に伴う業務等経理への繰入額の減

　貸付金 387,997,700,000          386,815,500,000          △1,182,200,000          

　借入金等償還 392,737,696,000          395,978,846,660          3,241,150,660 

　支払利息 3,257,452,000 3,423,183,465 165,731,465 

　一般管理費 23,450,000 29,859,060 6,409,060 管理部門の経費負担の増

　計 787,291,738,000          788,711,200,685          1,419,462,685 

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 3,662,856,000 3,662,856,000 - 

　借入金等 - - - 

　貸付等回収金 - - - 

　貸付金利息 - - - 

　業務収入 - - - 

　運用収入 71,570,000 38,007,702 △33,562,298 利息収入の減

　その他収入 1,323,605,000 400,516,739 △923,088,261 資金融通に伴う融資経理からの受入額の減

　計 5,058,031,000 4,101,380,441 △956,650,559 

支出

　業務経費 5,733,705,000 5,153,777,325 △579,927,675 共済制度運営に係る経費の減

　貸付金 - - - 

　借入金等償還 - - - 

　支払利息 - - - 

　一般管理費 113,676,000 149,896,827 36,220,827 管理部門の経費負担の増

　計 5,847,381,000 5,303,674,152 △543,706,848 

区　　　分
業務等経理

区　　　分
給付経理

区　　　分
融資経理
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 業　 年　 度
　　 告　　　 書

（単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 - - - 

　借入金等 △394,533,530,000       △399,189,652,876       △4,656,122,876          

　貸付等回収金 △392,737,696,000       △395,978,846,660       △3,241,150,660          

　貸付金利息 △3,253,164,000          △3,408,428,567          △155,264,567 

　業務収入 - - - 

　運用収入 - - - 

　その他収入 △1,328,585,000          △393,864,063 934,720,937 資金融通に伴う融資経理からの受入額の減

　計 △791,852,975,000       △798,970,792,166       △7,117,817,166          

支出

　業務経費 △1,328,585,000          △393,864,063 934,720,937 資金融通に伴う業務等経理への繰入額の減

　貸付金 △394,533,530,000       △399,189,652,876       △4,656,122,876          

　借入金等償還 △392,737,696,000       △395,978,846,660       △3,241,150,660          

　支払利息 △3,253,164,000          △3,408,428,567          △155,264,567 

　一般管理費 - - - 

　計 △791,852,975,000       △798,970,792,166       △7,117,817,166          

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 3,662,856,000 3,662,856,000 - 

　借入金等 - - - 

　貸付等回収金 387,487,324,000          385,666,937,500          △1,820,386,500          

　貸付金利息 5,250,463,000 5,237,933,554 △12,529,446 

　業務収入 631,318,146,000          663,715,776,230          32,397,630,230 

　運用収入 85,160,187,000 91,623,548,896 6,463,361,896 

　その他収入 1,069,754,000 1,943,284,046 873,530,046 未払給付金の雑収入計上に伴う増

　計 1,113,948,730,000 1,151,850,336,226 37,901,606,226 

支出

　業務経費 563,950,181,000          524,260,035,079          △39,690,145,921 

　貸付金 387,997,700,000          386,815,500,000          △1,182,200,000          

　借入金等償還 - - - 

　支払利息 12,672,000 14,754,898 2,082,898 借入金に係る支払利息の増

　一般管理費 137,126,000 179,755,887 42,629,887 管理部門の経費負担の増

　計 952,097,679,000          911,270,045,864          △40,827,633,136 

 （注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

  （１）貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金の当期減少額及び当期増加額であります。

  （２）運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。

  （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

至　平成３１年３月３１日）

区　　　分
調整額

区　　　分
合　計
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平　 成　 ３０　 事　
決　　　 算　　　 報　

（自　平成３０年４月１日　　　　　　

（中小企業倒産防止共済勘定）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 - - - 

　貸付等回収金 51,858,010,000 54,164,056,711 2,306,046,711 

　貸付金利息 417,159,000 421,227,955 4,068,955 

　業務収入 300,815,301,000 314,372,282,160 13,556,981,160 

　運用収入 1,742,779,000 2,009,460,305 266,681,305 利息収入の増

　その他収入 - 94,818,904 94,818,904 未払給付金の雑収入計上に伴う増

　計 354,833,249,000 371,061,846,035 16,228,597,035 

支出

　業務経費 119,480,463,000 110,635,936,453 △8,844,526,547 

　貸付金 51,259,050,000 57,360,200,000 6,101,150,000 資金需要の増加に伴う増

　一般管理費 - - - 

　計 170,739,513,000 167,996,136,453 △2,743,376,547 

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 1,332,748,000 1,332,748,000 - 

　貸付等回収金 - - - 

　貸付金利息 - - - 

　業務収入 - - - 

　運用収入 373,258,000 257,478,081 △115,779,919 利息収入の減

　その他収入 238,721,000 185,750,948 △52,970,052 資金融通に伴う基金経理からの受入額の減

　計 1,944,727,000 1,775,977,029 △168,749,971 

支出

　業務経費 4,192,209,000 3,976,456,754 △215,752,246 

　貸付金 - - - 

　一般管理費 113,491,000 135,773,926 22,282,926 管理部門の経費負担の増

　計 4,305,700,000 4,112,230,680 △193,469,320 

 （注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

 （１）貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金の当期減少額及び当期増加額であります。

 （２）運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。

 （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

区　　　分
業務等経理

区　　　分
基金経理
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 業　 年　 度
　　 告　　　 書

（単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 - - - 

　貸付等回収金 - - - 

　貸付金利息 - - - 

　業務収入 - - - 

　運用収入 - - - 

　その他収入 △232,423,000 △179,543,000 52,880,000 資金融通に伴う基金経理からの受入額の減

　計 △232,423,000 △179,543,000 52,880,000 

支出

　業務経費 △232,423,000 △179,543,000 52,880,000 資金融通に伴う業務等経理への繰入額の減

　貸付金 - - - 

　一般管理費 - - - 

　計 △232,423,000 △179,543,000 52,880,000 

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 1,332,748,000 1,332,748,000 - 

　貸付等回収金 51,858,010,000 54,164,056,711 2,306,046,711 

　貸付金利息 417,159,000 421,227,955 4,068,955 

　業務収入 300,815,301,000 314,372,282,160 13,556,981,160 

　運用収入 2,116,037,000 2,266,938,386 150,901,386 

　その他収入 6,298,000 101,026,852 94,728,852 未払給付金の雑収入計上に伴う増

　計 356,545,553,000 372,658,280,064 16,112,727,064 

支出

　業務経費 123,440,249,000 114,432,850,207 △9,007,398,793 

　貸付金 51,259,050,000 57,360,200,000 6,101,150,000 資金需要の増加に伴う増

　一般管理費 113,491,000 135,773,926 22,282,926 管理部門の経費負担の増

　計 174,812,790,000 171,928,824,133 △2,883,965,867 

区　　　分
合　計

至　平成３１年３月３１日）

区　　　分
調整額
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（出資承継勘定） （単位：円）

収入

　業務収入 7,020,000 7,020,000 - ３セク株式譲渡代金等の増

　運用収入 15,646,000 15,774,264 128,264 

　その他収入 69,000 39,359 △29,641 雑益の減

　計 22,735,000 22,833,623 98,623 

支出

　業務経費 11,169,000 6,292,277 △4,876,723 事業実績の減

　一般管理費 1,079,000 900,623 △178,377 管理部門の経費負担の減

　その他支出 1,530,589,000 2,100,000,000 569,411,000 不要財産に係る国庫納付等による増

　計 1,542,837,000 2,107,192,900 564,355,900 

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

  一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

平　成　３０　事　業　年　度
決　　　算　　　報　　　告　　　書

（自　平成３０年４月１日　　至　平成３１年３月３１日）

区　　　分 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考
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