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「平成 18 年度国民経済計算確報 フロー編」の計数の訂正について 
 

平 成 2 0 年 1 月 7 日 
内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 

 
  19 年 12 月 26 日に公表した「平成 18 年度国民経済計算確報 フロー編」の計数に誤り

がありましたので、以下のとおり訂正いたします。 
 
＜訂正理由＞ 
平成 18 年度の財政融資資金特別会計（分類：公的企業（金融））から国債整理基金特別

会計（分類：中央政府）への繰入金の中に、毎年度繰り入れられている財政融資資金特別

会計の借入金等の償還金の他、「平成 18 年度における財政運営のための公債の発行の特例

等に関する法律」に基づく財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ（18
年度 12 兆円）が含まれていることが明らかとなった。これを、公的企業（金融）から一般

政府への資本移転とする必要があり、関連する項目について訂正する。 
 
＜訂正項目＞ 
平成 18 年度国民経済計算確報第１部フロー編のうち、 
３．制度部門別資本調達勘定 
 （２）金融機関 
 （３）一般政府 
 
５．付表 
 （６）一般政府の部門別勘定 
 （19）制度部門別の純貸出（＋）／純借入（－） 
 （22）民間・公的企業の資本調達勘定 
   ２．公的企業 
 ｄ. 公的企業 
 ｆ. 公的金融機関 
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＜訂正内容＞ 
３．制度部門別資本調達勘定 
（２）金融機関 
  （１）実物取引 
＜正＞                                             （単位：10 億円） 
 18 年度 18 暦年 
1.4   純貸出(＋)／純借入(―) 2,355.6 3,371.4 
   資産の変動 2,662.7 3,563.6 
1.7  （控除）資本移転（支払） 12,936.5 11,951.3 

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 2,662.7 3,563.6 
 
＜誤＞                                             （単位：10 億円） 
 18 年度 18 暦年 
1.4   純貸出(＋)／純借入(―) 14,355.6 12,371.4 
   資産の変動 14,662.7 12,563.6 
1.7  （控除）資本移転（支払） 936.5 2,951.3 

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 14,662.7 12,563.6 
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３．制度部門別資本調達勘定 
（３）一般政府 
  （１）実物取引 
＜正＞                                             （単位：10 億円） 
 18 年度 18 暦年 
1.5  純貸出(＋)／純借入(―) -4,944.9 -7,165.2 

資産の変動 -2,054.4 -4,465.4 
1.7   資本移転（受取） 15,093.3 14,389.3 

 （１）居住者からのもの 15,093.0 14,389.1 
貯蓄・資本移転による正味資産の変動 -2,054.4 -4,465.4 

 
＜誤＞                                             （単位：10 億円） 
 18 年度 18 暦年 
1.5  純貸出(＋)／純借入(―) -16,944.9 -16,165.2 

資産の変動 -14,054.4 -13,465.4 
1.7   資本移転（受取） 3,093.3 5,389.3 

 （１）居住者からのもの 3,093.0 5,389.1 
貯蓄・資本移転による正味資産の変動 -14,054.4 -13,465.4 
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5.付表 
（６）一般政府の部門別勘定 
 
＜正＞                                             （単位：10 億円） 

18 年度  
中央政府 合計 

１９．資本移転（受取） 14,859.5 22,082.6 
（２）居住者からのもの 13,600.8 15,093.0 

２１．貯蓄・資本移転による正味資産の変動 -4,403.5 -2,054.4 
２６．純貸出(＋)／純借入(―) -5,462.9 -4,944.9 
２７．プライマリーバランス -935.4 -1,715.7 
 
＜誤＞                                             （単位：10 億円） 

18 年度  
中央政府 合計 

１９．資本移転（受取） 2,859.5 10,082.6 
（２）居住者からのもの 1,600.8 3,093.0 

２１．貯蓄・資本移転による正味資産の変動 -16,403.5 -14,054.4 
２６．純貸出(＋)／純借入(―) -17,462.9 -16,944.9 
２７．プライマリーバランス -12,935.4 -13,715.7 
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(19)制度部門別の純貸出（＋）／純借入（－） 
 
＜正＞                           （単位：10 億円、％） 

18 年度 18 年度 18 暦年 18 暦年  
実数 GDP 比 実数 GDP 比 

１．純貸出(＋)／純借入(―)* 20,645.3 4.0 19,295.3 3.8
（２）金融機関 2,355.6 0.5 3,371.4 0.7

  （３）一般政府 -4,944.9 -1.0 -7,165.2 -1.4
 
＜誤＞                                                  （単位：10 億円、％） 

18 年度 18 年度 18 暦年 18 暦年  
実数 GDP 比 実数 GDP 比 

１．純貸出(＋)／純借入(―)* 20,645.3 4.0 19,295.3 3.8
（２）金融機関 14,355.6 2.8 12,371.4 2.4

  （３）一般政府 -16,944.9 -3.3 -16,165.2 -3.2
 
*一国の純貸出(＋)／純借入(―)については、訂正はないが参考のために記載した。 
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(22)民間・公的企業の資本調達勘定 
２．公的企業  

d. 公的企業 
（a）実物取引  

＜正＞                                   （単位：10 億円） 
 18 年度 
５．純貸出(＋)／純借入(―) -4,950.1

資産の変動 -4,878.4
８．（控除）資本移転等（支払） 12,725.2

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 -4,878.4
 
＜誤＞                                   （単位：10 億円） 
 18 年度 
５．純貸出(＋)／純借入(―) 7,049.9

資産の変動 7,121.6
８．（控除）資本移転等（支払） 725.2

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 7,121.6
 
f. 公的金融機関 
（a）実物取引 
＜正＞                                   （単位：10 億円） 
 18 年度 
４．純貸出(＋)／純借入(―) -8,018.6

資産の変動 -8,061.8
７．（控除）資本移転（支払） 12,428.4

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 -8,061.8
 
＜誤＞                                   （単位：10 億円） 
 18 年度 
４．純貸出(＋)／純借入(―) 3,981.4

資産の変動 3,938.2
７．（控除）資本移転（支払） 428.4

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 3,938.2
 


