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令和２年度財政融資資金運用報告のポイント

（１） 財政投融資計画の運用額は、２６兆２,３６１億円（執行率３８.１％）。うち財政融資資金の運用額は、２４兆５,５１１億円（執行率４０.９％）。
（２） 財政融資資金の短期運用額は、２５３兆７,４９７億円。
（３） 財政融資資金資産現在高は、前年度末比＋１２兆４,５２５億円の１３０兆４,４９４億円となり、財投改革以降初めての増加。
（４） 財投債発行残高は、前年度末比＋２７兆５,５４９億円の１１８兆６,４５０億円。

預託金残高は、前年度末比△１兆９,６０５億円の２８兆７,３４９億円となり、財投改革以降減少が続く。
（５） 財政融資資金勘定の本年度利益は、７億円。歳入歳出決算上は、４０２億円の不足があり、積立金から補足。
（６） 財政投融資が主に運用された分野は、①中小零細企業、②社会資本、③その他の順。

・・・
（年度末）

・・・

（１）財政投融資計画の運用状況 （２）短期運用実績

（４）財投債発行残高及び預託金残高（３）財政融資資金資産現在高 （５）財政融資資金勘定貸借対照表 （６）財政投融資使途別分類表

合計

26兆2,361億円

（単位：億円）

（年度末）

交付税及び譲与税配付金特別会計 8兆1,131億円 234兆8,633億円 235兆2,482億円 7兆7,283億円

年金特別会計（健康勘定） 1兆4,524億円 18兆8,757億円 18兆8,815億円 1兆4,466億円

地方公共団体 48億円 107億円 9億円 146億円

合        計 9兆5,703億円 253兆7,497億円 254兆1,306億円 9兆1,894億円

令和２年度末
現在高

令和２年度中
回収額

令和２年度中
運用額

令和元年度末
現在高

区分
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財投債

その他預託

郵貯

年金

（兆円）

科目 金額 科目 金額

現金預金 18兆5,198億円 預託金 28兆7,349億円

貸付金 130兆4,494億円 公債等 119兆2,336億円

未収収益等 3,177億円 金利変動準備金 1兆3,176億円

本年度利益 7億円

合　　計 149兆2,869億円 合　　計 149兆2,869億円

借方 貸方

（注）「その他」の主な構成要素は、（株）日本政策金融公庫
（危機対応円滑化業務）となっている。


短期運用実績

		

				区分		令和元年度末
現在高 レイワモトネンドマツゲンザイタカ		令和２年度中
運用額 レイワネンドチュウウンヨウガク		令和２年度中
回収額 レイワネンドガンネンチュウカイシュウガク		令和２年度末
現在高 レイワネンドドマツゲンザイタカ

						6兆2,957億円 チョウオクエン		△6兆2,957億円				－

				売戻条件付利付国庫債券 ウモドジョウケンツリツコッコサイケン		3兆2,957億円 チョウオクエン		△3兆2,957億円				－

				国庫短期証券 コッコタンキショウケン		3兆0,000億円		△3兆0,000億円				－

				交付税及び譲与税配付金特別会計 コウフゼイオヨジョウヨゼイハイフキントクベツカイケイ		8兆1,131億円 チョウオクエン		234兆8,633億円 チョウオクエン		235兆2,482億円 チョウオクエン		7兆7,283億円 チョウオクエン

				年金特別会計（健康勘定） ネンキントクベツカイケイケンコウカンジョウ		1兆4,524億円 チョウオクエン		18兆8,757億円 チョウオクエン		18兆8,815億円 チョウオクエン		1兆4,466億円 チョウオクエン

				地方公共団体 チホウコウキョウダンタイ		48億円 オクエン		107億円 オクエン		9億円 オクエン		146億円 オクエン

				合        計 ゴウケイ		9兆5,703億円 チョウオクエン		253兆7,497億円 チョウオクエン		254兆1,306億円 チョウオクエン		9兆1,894億円 チョウオクエン






運用状況の内訳

		

				区分 クブン						当初計画 トウショケイカク		改定 カイテイ		前年度繰越額 ゼンネンドクリコシガク		改定後現額 カイテイゴウツツガク		年度内運用額 ネンドナイウンヨウガク		翌年度繰越額 ヨクネンドクリコシガク		運用残額 ウンヨウザンガク

				平成23年度 ヘイセイネンド						14兆9,059億円 チョウオクエン		5兆6,641億円 チョウオクエン		2兆6,826億円 チョウオクエン		23兆2,526億円 チョウオクエン		13兆8,798億円 チョウオクエン		2兆5,383億円 チョウオクエン		6兆8,345億円 チョウオクエン

						財政融資 ザイセイユウシ				10兆9,101億円 チョウオクエン		5兆6,291億円 チョウオクエン		2兆6,774億円 チョウオクエン		19兆2,166億円 チョウオクエン		10兆2,879億円 チョウオクエン		2兆5,376億円 チョウオクエン		6兆3,911億円 チョウオクエン

						産業投資 サンギョウトウシ				2,912億円 オクエン		350億円 オクエン		52億円 オクエン		3,314億円 オクエン		3,034億円 オクエン		7億円 オクエン		274億円 オクエン

						政府保証 セイフホショウ				3兆7,046億円 チョウオクエン		－		－		3兆7,046億円 チョウオクエン		3兆2,886億円 チョウオクエン		－		4,160億円 オクエン

				（参考）平成22年度 サンコウヘイセイネンド						18兆3,569億円 チョウオクエン		2,340億円 オクエン		2兆5,563億円 チョウオクエン		21兆1,472億円 チョウオクエン		13兆8,252億円 チョウオクエン		2兆6,826億円 チョウオクエン		4兆6,394億円 チョウオクエン





財投計画残高の内訳

		

				（参考）財政投融資計画残高の内訳 サンコウザイセイトウユウシケイカクザンダカウチワケ

				区分 クブン						平成22年度末
現在高 ヘイセイネンドマツゲンザイダカ		平成23年度中
増減額 ヘイセイネンドチュウゾウゲンガク		平成23年度末
現在高 ヘイセイネンドマツゲンザイタカ

				財政投融資計画 ザイセイトウユウシケイカク						189兆1,610億円 チョウオクエン		△8兆0,312億円 チョウオクエン		181兆1,298億円 チョウオクエン

				財政融資 ザイセイユウシ						152兆2,635億円 チョウオクエン		△9兆0,120億円 チョウオクエン		143兆2,515億円 チョウオクエン

						うち財政融資資金 ザイセイユウシシキン				136兆7,713億円 チョウオクエン		△8兆2,656億円 チョウオクエン		128兆5,057億円 チョウオクエン

				産業投資 サンギョウトウシ						3兆7,898億円 チョウオクエン		＋2,727億円 オクエン		4兆0,625億円 チョウオクエン

				政府保証 セイフホショウ						33兆1,077億円 チョウオクエン		＋7,080億円 オクエン		33兆8,157億円 チョウオクエン





長期運用計画及び実績の内訳

		

				区分 クブン						長期運用予定額 チョウキウンヨウヨテイガク		前年度繰越額 ゼンネンドクリコシガク		弾力追加額 ダンリョクツイカガク		長期運用
予定現額 チョウキウンヨウヨテイウツツガク		年度内運用額 ネンドナイウンヨウガク		翌年度繰越額 ヨクネンドクリコシガク		運用残額 ウンヨウザンガク

				長期運用計画 チョウキウンヨウケイカク						16兆5,392億円 チョウオクエン		2兆6,774億円 チョウオクエン		－		19兆2,166億円 チョウオクエン		10兆2,879億円 チョウオクエン		2兆5,376億円 チョウオクエン		6兆3,911億円 チョウオクエン

						国 クニ				592億円 オクエン		29億円 オクエン		－		621億円 オクエン		470億円 オクエン		44億円 オクエン		107億円 オクエン

						政府関係機関 セイフカンケイキカン				9兆3,058億円 チョウオクエン		－		－		9兆3,058億円 チョウオクエン		4兆3,188億円 チョウオクエン		－		4兆9,870億円 チョウオクエン

						独立行政法人等 ドクリツギョウセイホウジントウ				2兆5,332億円 チョウオクエン		474億円 オクエン		－		2兆5,806億円 チョウオクエン		2兆1,171億円 チョウオクエン		258億円 オクエン		4,377億円 オクエン

						地方公共団体 チホウコウキョウダンタイ				4兆6,410億円 チョウオクエン		2兆6,270億円 チョウオクエン		－		7兆2,680億円 チョウオクエン		3兆8,050億円 チョウオクエン		2兆5,074億円 チョウオクエン		9,556億円 オクエン

				（注）長期運用予定額は、補正追加による変更後の計画額である。 チュウチョウキウンヨウヨテイガクホセイツイカヘンコウゴケイカクガク





短期運用実績

		

				区分 クブン						平成22年度末
現在高 ヘイセイネンドマツゲンザイダカ		平成23年度中
増減額 ヘイセイネンドチュウゾウゲンガク		平成23年度末
現在高 ヘイセイネンドマツゲンザイタカ

				短期運用実績 タンキウンヨウジッセキ						16兆0,621億円 チョウオクエン		△7,999億円 オクエン		15兆2,623億円 チョウオクエン

						債券 サイケン				2兆8,975億円 チョウオクエン		＋3,997億円		3兆2,972億円 チョウオクエン

						貸付金 カシツケキン				13兆1,647億円 チョウオクエン		△1兆1,996億円 チョウオクエン		11兆9,651億円 チョウオクエン

								うち交付税特会 コウフゼイトクカイ		11兆6,848億円 チョウオクエン		△1兆2,000億円 チョウオクエン		10兆4,848億円 チョウオクエン

								うち年金特会 ネンキントクカイ		1兆4,792億円 チョウオクエン		－		1兆4,792億円 チョウオクエン





財政融資資金資産の異動

		

				区分 クブン				平成22年度末
現在高 ヘイセイネンドマツゲンザイダカ		平成23年度中
増減額 ヘイセイネンドチュウゾウゲンガク		平成23年度末
現在高 ヘイセイネンドマツゲンザイタカ

				債券 サイケン				6兆1,294億円 チョウオクエン		3,947億円 オクエン		6兆5,242億円 チョウオクエン

				貸付金 カシツケキン				161兆7,190億円 チョウオクエン		△10兆498億円 チョウオクエン		151兆6,692億円 チョウオクエン

						うち地方公共団体 チホウコウキョウダンタイ		55兆2,057億円 チョウオクエン		△1兆1,517億円 チョウオクエン		54兆0,539億円 チョウオクエン

						うち（株）日本政策金融公庫 カブニホンセイサクキンユウコウコ		20兆2,645億円 チョウオクエン		＋1,329億円 オクエン		20兆3,974億円 チョウオクエン

						うち（独）住宅金融支援機構 ドクジュウタクキンユウシエンキコウ		21兆3,449億円 チョウオクエン		△3兆8,979億円 チョウオクエン		17兆4,470億円 チョウオクエン

						うち（独）都市再生機構 ドクトシサイセイキコウ		10兆6,767億円 チョウオクエン		△600億円 オクエン		10兆6,167億円 チョウオクエン

						うち（株）日本政策投資銀行 カブニホンセイサクトウシギンコウ		4兆7,470億円 チョウオクエン		△2,616億円 オクエン		4兆4,854億円 チョウオクエン

				信託受益権 シンタクジュエキケン				2,216億円 オクエン		－		2,216億円 オクエン





財政投融資特別会計国債の状況

		

				区分 クブン				平成22年度末
現在高 ヘイセイネンドマツゲンザイダカ		平成23年度中
発行額 ヘイセイネンドチュウハッコウガク		平成23年度中
償還額 ヘイセイネンドチュウショウカンガク		平成23年度末
現在高 ヘイセイネンドマツゲンザイタカ

				債券 サイケン				118兆1,918億円 チョウオクエン		13兆0,944億円 チョウオクエン		20兆3,763億円 チョウオクエン		110兆9,122億円 チョウオクエン

						2年債 ネンサイ		4兆3,300億円 チョウオクエン		4兆5,699億円 チョウオクエン		9,799億円 オクエン		7兆9,199億円 チョウオクエン

						5年債 ネンサイ		13兆0,730億円 チョウオクエン		3兆4,078億円 チョウオクエン		5兆3,953億円 チョウオクエン		11兆0,855億円 チョウオクエン

						10年債 ネンサイ		80兆0,724億円 チョウオクエン		4兆0,370億円 チョウオクエン		13兆9,116億円 チョウオクエン		70兆1,978億円 チョウオクエン

						10年債（物価連動） ネンサイブッカレンドウ		1兆0,783億円 チョウオクエン		－		894億円 オクエン		9,913億円 オクエン

						15年債（変動） ネンサイヘンドウ		1兆7,258億円 チョウオクエン		－		－		1兆7,258億円 チョウオクエン

						20年債 ネンサイ		15兆2,956億円 チョウオクエン		9,898億円 オクエン		－		16兆2,854億円 チョウオクエン

						30年債 ネンサイ		2兆6,166億円 チョウオクエン		899億円 オクエン		－		2兆7,065億円 チョウオクエン





預託金増減状況

		

						区分 クブン		平成23年度末
預託残高 ヘイセイネンドマツヨタクザンダカ		平成24年度中
増減額 ヘイセイネンドチュウゾウゲンガク		平成24年度末
預託残高 ヘイセイネンドマツヨタクザンダカ

						預託金		47兆0,414億円 チョウオクエン		△1兆9,985億円 チョウオクエン		45兆0,429億円 チョウオクエン





貸借対照表

		

						借方 カカタ				貸方 カカタ

						科目 カモク		金額 キンガク		科目 カモク		金額 キンガク

						現金預金 ゲンキンヨキン		18兆5,198億円 エン		預託金 ヨタクキン		28兆7,349億円 チョウオクエン

						貸付金 カシツケキン		130兆4,494億円 チョウオクエン		公債等 コウサイトウ		119兆2,336億円 チョウオクエン

						未収収益等 ミシュウシュウエキトウ		3,177億円 オクエン		金利変動準備金 キンリヘンドウジュンビキン		1兆3,176億円 チョウオクエン

										本年度利益 ホンネンドリエキ		7億円 オクエン

						合　　計 アイケイ		149兆2,869億円 チョウオクエン		合　　計 アイケイ		149兆2,869億円 チョウオクエン





地方

		

				機関名 キカンメイ		繰上償還額		補償金免除
相当額

				地方公共団体 チホウコウキョウダンタイ		　 1,279億円		　 288億円

						（3兆5,667億円）		（8,398億円）

				(注) (　）書きは、平成19年度以降の累計額である。 チュウカヘイセイネンドイコウルイケイガク






