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 １１．．政政策策ココスストト分分析析ととはは  

 
（１） 政策コスト分析導入の経緯 

 政策コスト分析は、将来の国民負担に関するディスクロージャーや財政の健全性を

確保する観点から、平成 9年 11 月の「財政投融資の抜本的改革について（資金運用審

議会懇談会とりまとめ）」において、その導入について提言されました。 

その後、平成 10 年 2 月のコスト分析・評価検討会（資金運用審議会懇談会座長が主

催するアドバイザリー・グループ）等において具体的分析手法等の検討が行われ、平

成 11 年度には 5機関、平成 12 年度には 14 機関について試算という形で公表され、財

政投融資改革が行われた平成 13 年度から本格的に導入されたところです。 

 

（２）政策コスト分析の目的 

財政投融資は、国の政策目的を実現するため、民間では対応が困難な長期・低利の

資金供給や大規模・超長期プロジェクトの実施等、有償資金で対応することが適当な

事業を行う財投機関（以下「機関」といいます。）に対して、投融資を行っています。 
財投対象事業は、外部経済効果が一部存在するものの、受益と負担の関係が明確で

あり、受益者（利用者）にその負担を求めることが適当なことから、基本的に受益者

負担によって有償資金の償還が行われています。その受益者負担を軽減するため、国

（一般会計等）から事業を実施する機関に対して、補助金等や出資金等が投入される

場合があります。 

政策コスト分析は、このような事業の妥当性を判断する材料として、将来、その事

業に対する補助金等の支出がどの程度見込まれるか、あるいは既に投入された出資金

等によるメリットがどの程度になるかを試算するものであり、これを開示することに

より、将来の国民負担に関するディスクロージャーの充実を図り、財政投融資の透明

性を高めるものです。 

（「３.政策コスト分析の活用」も参照してください） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【コラム①：財政投融資の対象事業に対する補助金等の投入】 

例えば、中小企業の特定の事業活動を振興するという政策目的のために、Ａ機関に、

「低金利かつ担保要件を緩和した中小企業向け融資制度」を設けるという財政政策がと

られる場合について考えてみます。 

Ａ機関は、基本的には、貸付先の中小企業から元金と利息を回収し、財政投融資から

借り入れた資金の返済と利息の支払いを行います（受益者負担）。しかし、中小企業への

貸付条件を低金利としたことによって利ざやが縮小し、担保要件を緩和したことによっ

て貸倒による負担の増加が予想されます。このままではＡ機関の収支が悪化（赤字化）

するおそれがありますから、Ａ機関に必要な補助金等を投入して政策目的を達成すると

ともに、受益者負担を軽減することになります。 
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（３）政策コストの評価 

政策コストは、財投対象事業の受益者負担を軽減するために用いられることから、

その額の大小をもって単純に評価することは適当ではなく、その事業の実施に伴う社

会・経済的便益と併せて総合的に評価されることが重要です。 

また、政策コストは、政策上の観点から受益者の金利や料金の負担を軽減する等、

財政政策として当該事業への支援の度合いを強めるものであって、機関の財務の健全

性に問題があることを示すものではありません。 

（「４.社会・経済的便益の試算」も参照してください） 
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財政投融資を 
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財 投 機 関 

 
 
 
 
 

財投対象事業 

【コラム②：「政策コスト」の意味】 

一般的に「コスト」という用語は、費用、原価、値段といった意味で用いられます。

しかし、「政策コスト」は、財投対象事業を実施するために国（一般会計等）から投入

されると見込まれる補助金等と既に投入された出資金等による機会費用の合計であり、

機関の損益計算上の費用ではありません。 

財政投融資改革の議論において、財投対象事業に伴う将来の国民負担を把握すること

が必要とされたことから、政策コスト分析の手法が導入されました。そこで、国民負担

という意味から「コスト」という用語を用いつつ、損益計算上の費用とは異なる概念で

あることを明確にするために、「政策
．．

コスト」という表現を用いたのです。 

（コラム⑥も参照してください） 
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２２．．政政策策ココスストト分分析析のの枠枠組組みみ  

 

（１）政策コストの構成要素 

政策コスト分析とは、各機関において、一定の前提条件（将来金利、事業収入、貸

倒償却等）を設定して財政投融資を活用している事業についての将来キャッシュフロ

ー（資金収支）等を推計し、これに基づいて、事業の実施に関して①将来、国から支

出されると見込まれる補助金等、②将来、国に納付されると見込まれる国庫納付・法

人税等、③既に投入された出資金等による機会費用（＝利払軽減効果）の額を、各機

関が試算したものです。 

なお、算出された政策コストは、事業の遂行によって生じる将来の資金移転を伴う

財政負担を示すものではありません（将来の資金移転を伴う財政負担は①のみ）。 

このように、政策コストの構成要素は以下の①～③となります。 

（「２.(3)政策コストの算出手順」も参照してください） 

 

○政策コストのイメージ

＜①－② の現在価値を求める＞

① 補助金等（将来、国から支出されると見込まれる金額）

③ 出資金等による機会費用(＝利払軽減効果)(国から支出されない概念上の費用)

② 国庫納付・法人税等（将来、国に納付されると見込まれる金額）

政策コスト＝ ①補助金等－②国庫納付等＋③機会費用

出資金・無利子貸付

出資金・無利子貸付の機会費用（実質的な利子補給金）

補助金

国庫納付・法人税
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① 補助金等 

将来キャッシュフロー等の推計上、各年度において、国から機関に投入されると

見込まれる補助金・補給金・交付金等の額を、それぞれ割引現在価値に換算し、そ

の合計額を政策コストの構成要素としています。 

 

② 国庫納付・法人税等 

将来キャッシュフロー等の推計上、各年度において、機関から国に納付されると

見込まれる国庫納付金・法人税・配当等の額を、それぞれ割引現在価値に換算し、

その合計額を政策コストのマイナス（△）の構成要素として捉えています。 

 

③ 出資金等による機会費用（＝利払軽減効果） 

国が機関に対して出資や無利子貸付を行った場合、その分の資金を国債で運用す

れば得られた収益は放棄したものと考えることができます。このような出資金の機

会費用（＝機関が国から出資金等を受けることで得られる利払軽減効果）を、政策

コストの構成要素としています。（コラム④を参照してください） 

具体的には、将来キャッシュフロー等の推計上、分析期首における出資金等の額

と、分析期末までに国に回収される出資金等の割引現在価値額を比較し、その差額

を機会費用として算出しています。 

・ 分析期首における剰余金等は、出資金とみなして機会費用を算出します。 

・ 分析期首における欠損金は、その額に相当する出資金が減資されているもの

とみなして、機会費用を算出します。そのため、分析期首に欠損金が存在する

場合、出資金等による機会費用は少なく算出されることになります。 

・ 将来キャッシュフロー等の推計上、分析期末における剰余金等は出資元であ

る国等に帰属する前提となっているため、分析期末までに剰余金等として内部

留保する額は「③機会費用」の減少要因となります。 

（注）投入時点別政策コスト内訳では、出資金等の機会費用分とは別に「剰余金等の増減に伴う政策コス

ト」として表示されます。 
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【コラム③：「割引現在価値に換算する」とは？】 

現在の 100 億円と 10 年後の 100 億円は同じ価値と言えるでしょうか。例えば、現

在の 100 億円は、金利１％（単利）で 10 年間運用した場合、元本 100 億円と利息 10

億円を合わせた 110 億円になります。この点を考慮すると、現在の 100 億円と 10 年

後の 100 億円を同じ価値のキャッシュフローとして扱うことは適当ではありません。 

発生の時点が異なるキャッシュフローを適切に把握するためには、将来価値（＝元

本＋利息）から利息に相当する部分を割り引いて、現在価値（＝元本）を求めること

が必要になります。この計算を「割引現在価値（Discounted Present Value）に換算

する」と言います。また、割引現在価値に換算する際、名目値に乗じる係数のことを

政策コスト分析では「割引率（Discount Factor）」と呼んでいます。 

（なお、Discount Factor については「現価係数」と呼ばれることもあります。詳細は、「２.(4)

前提条件の設定」を参照してください。） 

政策コスト分析では、将来の各年度に見込まれる補助金等や国庫納付等の額（名目

値）を政策コストとして単純合計するのではなく、割引現在価値に換算した上で合計

します。こうすることで、将来キャッシュフローから見込まれる政策コストを分析時

点（現在）で把握することができます。 

上記の例によると、10 年後に 110 億円の補助金等の投入が見込まれたとき、それを

現在価値に換算した 100 億円が政策コストとして加算される額となります。 

 

 

-25-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム④：出資金等の機会費用が政策コストになる理由】 

機会費用とは、「ある経済行為を行ったために得る機会を失った収益」を指す経済学

上の用語です。この意味を理解するため、Ａ機関が国から 100 億円の出資を受けて事

業を行い、10 年後に 100 億円全額を国に返還する事例を考えてみましょう。 

国から見た場合、仮にＡ機関に対する出資金 100 億円相当額を、無リスク資産と考

えられている国債（10 年、金利１％（単利））で運用すれば、その 100 億円は 10 年後

に確実に 110 億円になります。しかし、この場合、10 年後に返還されるのは機関Ａに

出資を行った 100 億円のみとなり、国は利息の 10 億円に相当する収益を失ったとみな

すことができます。この 10 億円が、実際には支出されない概念上の費用として、出資

金 100 億円の「機会費用」となります。 

他方、Ａ機関から見た場合、国から 100 億円の出資を受けることができなければ、

必要な事業を行うために、代わりに 100 億円の資金調達（借入）を行う必要がありま

す。金利が１％（単利）の場合、Ａ機関が 10 年後に返済しなければならない額は、元

本の 100 億円に利子 10 億円を加えた 110 億円です。しかし、国から 100 億円の出資を

受けることにより利子 10 億円を支払う必要がなくなるので、Ａ機関は国から 10 億円

の利子補給を受けるのと実質的に同じ効果を得ることになります。 

このような考え方により、出資金等の機会費用を政策コストとしています。 

 

 

●　国が100億円を運用した場合／機関が100億円を借り入れた場合

＋

100億円 100億円 10億円

●　国が100億円を出資した場合（対象事業の終了時に機関から全額返還される）

＋

100億円 100億円

（＝出資を受けて財投機関が軽減されたと解される金利負担）

（＝出資を行ったため国が得る機会を放棄したと解される収益）

金利なし

金利1.0％

【機会費用】…政策コストに算入

 

-26-



 

（２）政策コスト分析の対象 

政策コスト分析は、各年度の財政投融資の対象事業に限定して行います。財政投融

資の対象となっていない事業を実施するために、機関が国から補助金等を受けるとし

ても、その部分は分析対象に含まれません。そのため、政策コスト分析の利用にあた

っては、分析手法の仕組みや対象事業の範囲等に留意が必要です。 

（具体的な対象事業については、各機関の資料の冒頭に記載しています。） 

 

（３）政策コストの算出手順 

政策コストの算出は、各機関において以下の手順で行われます。 

 

① 将来キャッシュフローを推計するのに必要な個別前提（例：事業収入、貸

倒償却等）を、個々の事業の特性等に応じて設定。 

 

 

② ①の個別前提と、前提金利等の共通前提に基づき、財投対象事業を実施し

た場合の分析期間中の将来キャッシュフロー等を推計。 

 

 

③ ②で推計した将来キャッシュフロー等から、各年度に見込まれる国からの

補助金等及び国への納付金等の額を試算。 

 

 

④ ③で試算した各年度の補助金等及び国庫納付等の額を、それぞれ各年度に

対応する割引率で割引現在価値に換算した上で合計額を算出。これに出資金

等による機会費用を加算し、「政策コスト」を算出。 

（注）国庫納付や法人税等は、国への資金移転であることから、マイナスの補助金等とみな

して政策コストを算出します。 

 

（４）前提条件の設定 

政策コスト分析を行う過程で、一定の前提条件に基づいた将来キャッシュフロー等

の推計を行います。このとき用いる前提条件には、①各機関に共通して適用される「共

通前提」と、②各機関が個々の事業の特性等に応じて独自に設定する「個別前提」が

あります。 

 

①  共通前提 

［分析対象事業］ 

財政投融資対象事業について、平成 30 年度において、継続中の事業及び平成 30

年度以降の実施が決定されている事業を対象とします。 
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［分析期間］ 

分析期間は、既存及び平成 30 年度以降に調達を見込む財政融資資金と政府保証

債が完済され、かつ、上記分析対象事業に係る債権（事業系機関は、投資資産）の

回収が完了するまでの期間としています。 

 

［前提金利（割引率及び将来金利）］ 

政策コストを算出するためには、分析期間にわたる割引率や将来の金利が必要と

なるため、以下の手順で理論式による機械計算を行い、分析の共通前提として設定

しています。 

 

①  基準日における国債流通利回り（利付債の最終利回り）の実績値から、残

存期間に応じたスポット・レート（割引債の最終利回り【グラフ１】）を算出。 

  政策コスト分析では、当年度の予算を前提として政策コストを算出してい

るため、前提金利についても、当年度の予算概算決定日における市中の国債

流通利回り（実績値）を基準として算出しています。 

  なお、前提金利が変化した場合の政策コストへの影響を把握できるよう、

感応度分析を実施しています。（「２.(5)④感応度分析」を参照してください） 

 

 

②  ①で求めたスポット・レートから、将来キャッシュフローの名目値を割引

現在価値に換算するための割引率を設定。 

  スポット・レートがマイナスとなる場合には０％（割引率は１を上限）と

しています。 

○スポット・レートと割引率の関係

PV FV

1
FV ＝ ＰＶ（１＋ｒ）　→　ＰＶ ＝ ＦＶ ×

(１＋ｒ)

FV：将来価値、PV：現在価値、n：期数、r：金利（n年スポット・レート）

割引現在価値に換算

ｎ

ｎ
割引率 (DF)

将来価値は割引率によって

現在価値に換算できます。
　（コラム③参照）

 
 

 

 

③  ①で求めたスポット・レートから、一定の手法を用いてインプライド・フ

ォワード・レート（現在の金利を前提とした将来金利【グラフ２】）を算出し、

これに基づき将来の財投金利等を設定。（コラム⑤も参照してください） 
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○グラフ１               ○グラフ２ 

 
 

（注）グラフ２は、例えば、10 年後に 10 年満期一括で借りる場合の財投金利（将来金利）が、30 年度

分析では 1.3％（29 年度分析では 1.2％）であることを示しています。 

 

② 個別前提（共通前提以外の前提条件） 

将来キャッシュフロー等の推計にあたっては、共通前提（分析期間・前提金利）

以外にも、将来の事業収入や経費の見込みといった前提条件が必要です。これらの

前提条件は、各機関において個別の法令や独立行政法人の中期計画等を踏まえつつ、

各機関が実施する個々の事業の特性や直近実績等の実情に応じて設定しています。 

主な個別前提としては、融資系機関であれば貸付回収金の見積りにおける貸倒償

却や繰上償還、事業系機関であれば事業収入といったものがあります。 

 

〔融資系機関における例〕 

  過去５年間の実績平均に基づき、将来の貸倒償却と繰上償還を推計 

  資産査定による債権分類毎に、過去のデフォルトデータ等を用いて

将来の貸倒償却を推計 

  計量モデルを用いて、ローンの経過年数等から将来の繰上償還率を

推計 

〔事業系機関における例〕 

  近年の高速道路等の利用実績等から今後の交通需要を予測して、将

来の事業収入を推計 

  空港整備計画における需要予測と現行の料金単価により、将来の事

業収入を推計 
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【コラム⑤：「インプライド・フォワード・レート」とは？】 

政策コスト分析における将来金利の考え方を、事例を通じて見てみましょう。 

例えば、1,000 万円を２年間運用場合、以下の２つの運用方法があるとします。 

【方法１】２年金利で複利運用する方法 

【方法２】１年目は１年金利で運用し、２年目は１年後の１年金利で運用する方法 

 

この２つの方法により運用した場合の元利合計は等しくなると考えられることから、現

在の２年金利を 0.5％、現在の１年金利を 0.25％、１年後の１年金利をα％とすると、２

年後の元利合計は以下のようになります。 

 【方法１】1,000 万円×（1＋0.5％）×（1＋0.5％）＝1,010 万円 

 【方法２】1,000 万円×（1＋0.25％）×（1＋α％）＝1,010 万円 

上記の関係式から、１年後の１年金利α（＝0.75）％が導き出されます。 

【方法１】

２年金利（複利）
０．５％現在 ２年後１年後

１年後の１年金利
（インプライド・フォワード・レート）

α％＝０．７５％

どちらの場合も
利益は等しくな
る。

１年金利
０．２５％

【方法２】

 

 以上のように、現在の市場金利から暗示される（imply）将来の二つの時点の間に適用さ

れる金利（Forward Rate）のことをインプライド・フォワード・レートといい、これらの

関係を一般式で示すと以下のとおりとなります。 

 

                     （１＋２年金利）２ 
（１＋１年後の１年金利（α％））＝ 

                     （１＋１年金利） 

 

ちなみに、上記の例で、投資家が１年後の１年金利を 0.75％ではなく 1.25％と予想して

いた場合はどうなるでしょうか。投資家は、より有利な運用方法である【方法２】を選択

します。一方、２年間の資金調達を行う者にとっては、２年金利を 0.5％よりも高くしな

ければ必要な資金を集めることができなくなります。このため、２年金利は、２つの方法

により運用した場合の元利合計が等しくなる水準である 0.75％まで上昇します。 

【方法１】1,000 万円×（1＋0.75％）×（1＋0.75％）＝1,015 万円 

 【方法２】1,000 万円×（1＋0.25％）×（1＋1.25％）＝1,015 万円 

 

このような市場メカニズムにより、２つの方法により運用した場合の元利合計は等しく

なり、ひいては現在の金利水準から将来金利を推測することが可能となります。 
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（５）分析手法の拡充 

政策コスト分析においては、財政投融資の透明性の向上を図るため、様々な分析手

法を導入しています。 

 

① 要因分析 

算出された政策コストを構成要素別に分解したものです。この分析によって、試

算された政策コストがどのように構成されているのかを知ることができます。 

（「２.(1)政策コストの構成要素」を参照してください） 

なお、分析期首・期末に欠損金が存在する場合は、分析期間中の欠損金の増減額

の割引現在価値を区分して表示しています。 

 

② 投入時点別政策コスト内訳 

政策コストには既に投入された出資金等による機会費用が含まれていますが、そ

の額は財投対象事業の実施に必要な「将来の資金移転を伴う財政負担」を示すもの

ではありません。 
また、出資金等による機会費用は、分析期首までに投入された出資金等から発生

する部分と、将来（分析期間中に）新たに投入される出資金等から発生する部分に

区分することができます。 
投入時点別政策コスト内訳は、政策コストを以下のように切り分けて明示してい

ます。 
① 分析期首までに投入された（既往の）出資金等による機会費用分 
② 分析期間中（将来）に新たに見込まれる政策コスト 
（イ）分析期間中に国から支出されると見込まれる補助金等 
（ロ）分析期間中に国に納付されると見込まれる納付金等 
（ハ）分析期間中に見込まれる剰余金等の増減に伴う政策コスト 
（二）分析期間中に投入されると見込まれる出資金等による機会費用分 
この分析により、算出された政策コストのうち、将来の資金移転を伴う追加的な

財政負担がどの程度かを知ることができます。 

 
③ 経年比較分析（実質増減分析） 

政策コスト分析に用いる前提金利は、毎年度、予算概算決定日の国債流通利回り

に基づき算出しているため、分析年度によって異なります。この前提金利の変化は、

分析期間中の将来キャッシュフロー等に影響を及ぼすほか、割引率の変化を通じて

割引現在価値や出資金の機会費用も変化させます。 
また、分析の始期も、例えば、30 年度分析では 30 年度以降を分析対象としてい

るため、毎年度、１年ずつずれていくことになります。このため、当年度分析（30

年度）には前年度分析（29 年度）のうちの最初の１年間（平成 29 年度分）に発生

する政策コストが含まれないことから、経年による分析始期（分析範囲）の変化に
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よっても、政策コストは変わります。 
 

これらの要因により、仮に対象事業の内容等が全く同じだったとしても、各年度

の政策コストの水準は大きく変動することがあります。したがって、ある年度の政

策コストの額を他の年度と単純に比較して、対象事業について評価・議論するのは

適当ではありません。 
 

このため、政策コスト分析においては、前年度との比較が可能となるよう、前提

金利や分析始期を合わせるための調整を行い、政策コストの実質的な増減額とその

要因を分析しています。これが経年比較分析（実質増減分析）です。 
これにより、事業内容や将来予測等の実質的な変化が政策コストにどのように影

響しているかがわかります。 
 

具体的には、以下の手順により実質的な政策コストの増減額を求めます。 

 
（イ）前提金利の調整 
同一の前提金利のもとで前年度との比較を可能とするため、始めに、当年度分

析に前年度分析で用いた前提金利を当てはめ、比較用の政策コスト（当年度分）

を算出します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
上記は（独）国立病院機構の例です。29 年度分析で用いた前提金利によって 30

年度の分析を行い、比較用の政策コストを算出すると、30 年度の政策コスト 1,093

30年度政策コスト

29年度政策コスト

30年度　比較用政策コスト

29年度政策コスト 政策コスト　1,298億円

政策コスト　1,093億円

政策コスト　1,298億円

政策コスト　914億円

30 58

29 57

（分析年度）

（分析年度）

それぞれの分析で

前提金利が異なる

これを基に

両者を比較

することは

不適当

30 58

29 57

（分析年度）

（分析年度）

29

年

度

分

析

の

前

提

金

利

で

比

較

用

の

政

策

コ

ス

ト

を

算

出

前提金利が

同一のものとなった
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億円は 914 億円に減少します。この要因は、29 年度分析に用いた前提金利の方が

30 年度分析の前提金利より低いため、出資金等の機会費用や、同機構が支払う借

入金利息が減少することなどによるものです。 
 

（ロ）分析始期の調整 
次に、分析始期を合わせるために、前年度分析から前年度中に発生する政策コ

ストを除外して、比較用の政策コスト（前年度分）を算出します。 
（独）国立病院機構の例にあてはめると、29 年度分析では、29 年度中に 228

億円の政策コストが発生していますので、これを除いて比較用の政策コストを算

出すると、29 年度の政策コストは 1,070 億円となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

30年度　比較用政策コスト

29年度政策コスト

30年度　比較用政策コスト

228億円

 29年度中に発生する政策コスト（228億円）を除く

政策コスト　914億円

30年度以降に発生する政策コスト　1,070億円29年度
比較用政策コスト

政策コスト　914億円

政策コスト　1,298億円

30 58

29 57

（分析年度）

（分析年度）

分析始期が異なるため

対等な比較ができない

30 58

30 57

（分析年度）

（分析年度）

分析始期が一致

分

析

始

期

を

合

わ

せ

る

29
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（ハ）実質増減の計算（まとめ） 
上記（イ）、（ロ）より算出した比較用の政策コストを比べると、30 年度は 29

年度から政策コストが 156 億円減少（△156 億円）したことがわかります。これ

が、前提条件を可能な限り合わせた上で比較した結果であり、実質的な増減額と

なります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

更に、この実質増減額△156 億円の要因を分析すると、次のとおりとなります。 

○政策医療に係る運営費交付金の減少 △404 億円 

○直近の決算を踏まえ診療業務収入等を見直したことによる変化 ＋124 億円 

○設備投資計画を見直したことによる変化 ＋125 億円 

  

 

【ＭＥＭＯ】 

経年比較分析によって試算される、当年度分析と前年度分析の実質的な増減

額の主な要因には、以下のものがあります。 

 

・ 事業計画や制度の変更による影響（共通） 

・ 分析年度における新規事業の着手（事業系機関）や新規融資の実行（融資

系機関）による影響 

・ 事業収入や事業費の経年変化（事業系機関） 

・ 貸倒れや顧客からの繰上償還額の経年変化（融資系機関） 

・ 事務費や一般管理費の経年変化（共通） 

 

29年度分析で用いた前提金利により試算

228億円

29年度中の政策コストを除外

政策コスト　1,298億円

政策コスト　914億円

政策コスト　1,070億円

政策コスト　1,093億円

30年度　比較用政策コスト

29年度
比較用政策コスト

30 57 （分析年度）

（
イ
）
前
提
金
利
の
調
整

（
ロ
）
分
析
始
期
の
調
整

30 58 （分析年度）

実質増減額 △156億円

（イ）914億円 － （ロ）1,070億円 ＝ △156億円
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④ 感応度分析 

政策コスト分析は、予算決定時における国債流通利回りを基に将来金利を算出す

る等、一定の前提条件に基づいた「試算」であるため、これらの前提条件が変化す

ることにより政策コストの水準も変化します。 
感応度分析は、金利や事業収入といった一部の前提条件を変化させることにより、

政策コストがどの程度増減するかを試算したものです。また、算出された政策コス

トの増減額のうち、資金移転を伴わない機会費用の増減額を内書しています。 
この分析により、特定の前提条件の変化が政策コストの水準にどのような影響を

及ぼすかが分かります。なお、変化させる前提条件は、各機関の事業内容等に応じ

て設定することになりますが、例えば、以下のようなものがあります。 

[融資系機関] 

・ 貸付及び調達金利（前提金利）を１％上昇させたケース 

・ 貸倒償却額を 10％上昇させたケース 

[事業系機関] 

・ 調達金利を１％上昇させたケース 
・ 事業収入を 10％減少させたケース 

・ 診療業務収入を１％減少させたケース 

・ 事業費を 10％増加させたケース 

 

⑤ 発生要因別政策コスト内訳 

発生要因別政策コスト内訳は、融資系機関の政策コストについて、発生要因別に

分解し、特に繰上償還と貸倒の内訳を試算したものです。 
この分析により、融資事業に特有の要因が政策コストにどの程度の影響を与えて

いるかが分かります。 
（注）事業系機関においては、政策コストの発生要因が機関・事業毎に異なることから、発生要

因別政策コスト内訳は試算していません。 

[繰上償還による影響額] 
分析期間中に機関が貸付先から受けると見込まれる繰上償還によって発生する

政策コスト 
（注）分析期間中に繰上償還が見込まれる場合であっても、貸付先から逸失利益相当分を受領す

る場合には、政策コストの額に影響を与えません。 

[貸倒による影響額] 

分析期間中に見込まれる貸倒償却額と、貸倒引当金の繰入・戻入差額によって

発生する政策コスト 
（注）分析期間中に貸倒れが見込まれる場合であっても、分析期首に貸倒引当金が計上されてい

る場合には、分析期間中の損益に影響しないため、政策コストの額にも影響を与えません。 
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[その他（利ざや等）] 

事務費や利ざや等、その他の要因によるもの 
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３３．．政政策策ココスストト分分析析のの活活用用  

 
政策コスト分析の取り組みを本格的に開始した平成 13 年度以降、①基本となる分析

に加え、②経年比較分析、③感応度分析、④投入時点別や発生要因別政策コストの算

出など、分析手法の拡充を図りその結果を公表しています。また、分析を行う上での

前提条件やその根拠、分析年度の予算に関する政府の決定事項などの詳細のほか、事

業の実施に伴う社会・経済的便益を可能な限り定量的に示すなど、公表内容の充実に

も努めており、これらは、財投対象事業の事後的評価の材料としても活用し得るもの

と考えられます。 

 

政策コスト分析を行う過程においては、財政投融資の償還が完了するまでの長期間

にわたって、財投対象事業のキャッシュフローを推計した上で、損益計算書や貸借対

照表などを作成します。これらは、事業の見通しや財務状況、財政投融資の償還確実

性等を確認する上で、重要な材料の一つとなっています。 

 

さらに、長期推計の結果や分析を通じて顕在化する諸課題を、各省庁及び各機関と

共有し、議論することは、事業主体自らが事業の改善や見直しに繋げる効果が期待で

きるほか、債権者としてのガバナンスの観点からも意義があると考えられます。 

 

また、各機関においては、ホームページでの公表や、財投機関債を発行する際の債

券内容説明書（金融商品取引法上の目論見書に準じて投資家向けに作成される書類）

への記載などにより、政策コスト分析がディスクロージャーにも活用されています。 

 

今後とも、着実に政策コスト分析を実施し、公表内容の充実を図るとともに、より

一層の活用に努めていくこととしています。 
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＜参考＞政策コスト分析の活用の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．財投編成による活用例 

① 事業の現状や直近決算等の確認 

政策コスト分析の結果を用いて、直近の決算の状況をチェックし、事業収

入（事業系機関）や貸倒償却額（融資系機関）など、将来収支に影響を与える

重要な項目に特異な変動が生じていないか、また、その要因は何かを確認する。 

 

② 財政投融資の償還確実性の検証 

直近の決算状況を踏まえて、事業収入や貸倒の状況を含む貸付回収金の見

込み等の前提条件などをチェックした上で、将来キャッシュフロー等を精査

し、財政投融資の償還が確実に行われる見込みとなっているかを検証する。 

 

③ 財投対象事業としての評価や財政融資資金の融通条件等の検証 

各種前提条件の精査及び償還確実性の確認を行った上で、政策コストと社

会・経済的便益等との関係や、事業の政策的必要性及び民業補完性も勘案し、

財投対象事業としてふさわしいものであるか、更に、財政融資資金の融通条件

が収支見通し等を踏まえた適切なものとなっているかなどを検討する。 

 

Ⅱ．財投対象機関による活用例      

○ 財務改善、リスク管理等 

・ 金利、事業収入、貸倒れ等の変動によって将来の財務が受ける影響を確 

認し、状況に応じ対策を検討 

・ 自己資金や積立金の活用についての検討材料 

・ 事業計画の変更が将来の財務に与える影響を把握 

・ デュレーションギャップを縮小するための方策の検討材料 

 

○ ディスクロージャー 

・ ホームページへの掲載 

・ 財投機関債を発行する際の債券内容説明書（金融商品取引法上の目論見 

書に準じて投資家向けに作成される書類）に記載 

 

-38-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム⑥：その他のディスクロージャーとの対比】 

 

名　称 政策コスト分析

作成主体
財投機関
（財政投融資計画の対象機関）

分析対象 財政投融資対象事業

内　容

独立行政法人会計基準等に則り、一
定の前提条件を設定して将来の
キャッシュフロー等を推計し、長期の
予定財務諸表に基づいて将来の国
民負担を仮定計算したもの。

目　的

財投機関が行う事業に将来どの程度
の補助金等が投入され、あるいは既
に投入された出資金によるメリットが
どの程度になるかを試算して明らか
にすることで、財政投融資の透明性
を高める。

作成開始年度 平成13年度（試算は平成11年度～）

名　称 行政コスト計算書 行政サービス実施コスト計算書 政策別コスト情報

作成主体
国の出資又は補助金等の交付を受け
ている法人（特殊法人、認可法人）

独立行政法人 各省庁

開示対象 一会計年度に属する費用 一会計年度に属する費用
各省庁が設定している政策評価項目に
係る費用

内　容

特殊法人等の法定の決算書類に付
加して作成・開示される財務書類で
あり、国民負担に帰するコストの開示
書類と企業会計原則に準拠して作成
した財務諸表で構成されるもの。

独立行政法人会計基準に基づき作
成される独立行政法人独自の計算
書類であり、独立行政法人の財務諸
表の一つに位置付けられるもの。

省庁別財務書類における業務費用
計算書に計上される費用を、一定の
算定方法を用いて政策評価項目毎
に表示したものであり、業務費用計
算書のセグメント情報として位置付け
られるもの。

目　的

特殊法人等の説明責任の確保と透
明性の観点から、最終的に国民負担
に帰すべき特殊法人等の業務に係
るコストを明らかにする。

国民の行政サービスに対する評価・
判断に資するため、一会計期間に属
する独立行政法人の業務運営に関し
て、国民が負担するコストを明らかに
する。

個別の政策分野における費用の全
体像を明らかにしたコスト情報を開示
することで、行政担当者のコスト意識
の醸成や国民の行政活動への理解
を促す。

作成開始年度 平成12年度決算分～ 平成13年度決算分～ 平成21年度決算分～

　政策コスト分析のほかに、政策・事業等に関
するディスクロージャーとして作成されている
資料として、行政コスト計算書、行政サービス
実施コスト計算書、政策別コスト情報などがあ
ります。
　政策コスト分析とそれらを対比して整理する
と、以下のようになります。
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４４．．社社会会・・経経済済的的便便益益のの試試算算  

 
政策コストは、事業の実施に伴う社会・経済的便益と併せて総合的に評価されるこ

とが重要です。しかし、個々に異なる事業の社会・経済的便益を統一的かつ定量的に

把握することは難しい面があります。そこで、政策コスト分析では、対象事業の実績

やその定性的な説明、及び各機関が独自に試算した定量的な社会・経済的便益等を可

能な限り記載し、政策コストと併せて公表するよう努めています。 

 

事業系機関においては、公共事業について関係府省が策定している「費用便益分析

マニュアル」等を活用することによって、概ね統一的な基準で社会・経済的便益を定

量的に試算することが可能なことから、下記のような前提条件に基づいて、社会・経

済的便益を試算しています。 

 

●試算の前提条件 

［対象事業］ 

政策コスト分析と同様に、実施・継続中の事業と中期計画等により既に新規着手

が予定されている事業を、試算の対象としています（既に完成・終了した事業につ

いては、試算の対象から除外されます）。 

 

［便益の計測方法］ 

「費用便益分析マニュアル」等で定められている便益の計測方法に従って試算を

行います。 

例えば、高速道路事業の場合、国土交通省作成のマニュアルに基づいて、走行時

間短縮、走行経費節減、交通事故減少による便益を試算しています。 

 

［適用割引率］ 

「費用便益分析マニュアル」等においては、社会的便益を現在価値化するために

用いられる「社会的割引率」が定められており、社会資本整備に必要な資金調達コ

スト（長期国債）の過去の平均利回りを参考にして、将来の物価上昇等も考慮し、

社会的割引率を当面の間４％とすることとされています。 

ここでは、社会的割引率（４％）を用いた場合と、政策コスト分析と同一の割引

率を用いた場合の２種類での試算を行っています。なお、政策コスト分析における

前提金利が社会的割引率である４％よりも低い場合、政策コスト分析の割引率を用

いた場合の社会・経済的便益は社会的割引率を用いた場合よりも大きくなります。 

（政策コスト分析で用いる割引率については、「２.(4)前提条件の設定」も参照してください） 
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［分析期間］ 

「費用便益分析マニュアル」等で定められている対象事業の実施期間に耐用年数

を考慮した分析期間（供用期間）と、政策コスト分析と同一の分析期間（償還期間）

の２種類での試算を行っています。 

 

 

[試算の始期] 

試算の始期は、基本的に政策コスト分析と同じですが、基礎データの取得や更新

の負担等やむを得ない場合には、過去の社会・経済的便益の試算結果を活用し、試

算始期を修正しています。具体的には、既に試算されている分析期間で試算された

便益値から前年度までの便益値を差し引いて、社会・経済的便益を試算しています。 

 

●試算始期の修正イメージ

［過去の社会・経済的便益の試算］ ［試算始期を修正した試算］

　　当年度 　　当年度

当年度を試算始期として
　便益の値を現在価値化

既に試算された便益

 

 

 

なお、一部の事業系機関及び事業には、試算の根拠となるマニュアルが整備されて

いないこと、社会・経済的便益を試算するための適当な基礎データが取得できないこ

と等の理由により、定量的な試算ができないものがあります。また、融資系機関にお

いては確立された手法がないため、統一的な試算は行っていませんが、独自に社会・

経済的便益を試算しているものがあります。 

（詳細については、各機関の資料を参照してください） 
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