
○ 独立行政法人空港周辺整備機構 第２期中期計画 新旧対照表

新 旧

独立行政法人空港周辺整備機構（以下「機構」という。）は、国土交通大臣

が定めた機構の中期目標を達成するため、独立行政法人通則法（平成 11年法

律第 103 号）第 30条の規定に基づき、機構の中期計画を以下のとおり定める。

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

（略）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置

（略）

３．予算、収支計画及び資金計画

（１）予算 別紙のとおり

（２）収支計画 別紙のとおり

（３）資金計画 別紙のとおり

欠損金については平成 21 年度までに解消を図ることとする。

４．短期借入金の限度額

（略）

５．重要な財産の処分等に関する計画

（略）

独立行政法人空港周辺整備機構（以下「機構」という。）は、国土交通大臣が

定めた機構の中期目標を達成するため、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第

103 号）第 30条の規定に基づき、機構の中期計画を以下のとおり定める。

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

（略）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（略）

３．予算、収支計画及び資金計画

（１）予算 別紙のとおり

（２）収支計画 別紙のとおり

（３）資金計画 別紙のとおり

欠損金については平成21年度までに解消を図ることとする。

４．短期借入金の限度額

（略）

５．重要な財産の処分等に関する計画

（略）



新 旧

６．剰余金の使途

（略）

７．その他主務省令で定める業務運営に関する重要事項

（１）人事に関する計画

（略）

（２） 騒音防止法第２９条第１項に規定する積立金の使途（機構省令第３条）

（略）

（３）「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に

関する法律」(平成２３年法律 第５４号)において、大阪国際空港に係る機

構が行っている業務並びに機構の権利及び義務を、平成２４年７月１日をも

って新関西国際空港株式会社に承継することとされたところであり、その適

正かつ円滑 な承継を図るため、機構は必要な措置を講ずる。

６．剰余金の使途

（略）

７．その他主務省令で定める業務運営に関する重要事項

（１）人事に関する計画

（略）

（２） 騒音防止法第２９条第１項に規定する積立金の使途（機構省令第３条）

（略）



新 旧

別 紙 別 紙

予算 収支計画 資金計画 予算 収支計画 資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

区 分 金 額 区 分 金 額 区 分 金 額 区 分 金 額 区 分 金 額 区 分 金 額

収入 ４２，００８ 費用の部 ３８，１１０ 資金支出 ４３，５９５ 収入 ５２，１８８ 費用の部 ４８，０１８ 資金支出 ５３，９４３

業務収入 ５，３１４ 経常費用 ３８，１０９ 業務活動による支出 ３８，４２１ 業務収入 ６，０４３ 経常費用 ４７，９５３ 業務活動による支出 ４７，２４４

補助金収入 ７，０４８ 業務費用 ３３，４７２ 投資活動による支出 １，４９９ 補助金収入 ９，２５２ 業務費用 ４２，４１０ 投資活動による支出 １，５３０

受託金収入 ２５，３３７ 大阪固有事業 １，３７９ 財務活動による支出 ３，０６８ 受託金収入 ３２，３１８ 大阪固有事業 １，６１１ 財務活動による支出 ３，７４５

負担金収入 １，５９０ 福岡固有事業 ２，５７２ 次期繰越金 ６０７ 負担金収入 ２，２２２ 福岡固有事業 ２，２４０ 次期繰越金 １，４２４

長期借入金等収入 ２，４６５ 受託事業 ２３，７１１ 資金収入 ４３，５９５ 長期借入金等収入 ２，１１７ 受託事業 ３０，２４１ 資金収入 ５３，９４３

雑収入 ６０ その他事業 ５，８１０ 業務活動による収入 ４０，４４３ 雑収入 １０２ その他事業 ８，３１８ 業務活動による収入 ４９，９３６

繰入金受入 １９３ 一般管理費 ４，４９１ 業務収入 ５，３１７ 繰入金受入 １３５ 一般管理費 ５，３２０ 業務収入 ６，０６４

支出 ４１，８７５ 人件費 ３，４８６ 受託金収入 ２５，３３７ 支出 ５２，１８８ 人件費 ４，１８１ 受託金収入 ３２，３１８

大阪固有事業 ３，１００ 物件費 １，００１ その他の収入 ９，７８９ 大阪固有事業 ３，８４９ 物件費 １，１３５ その他の収入 １１，５５４

福岡固有事業 ４，７５３ 減価償却費 ４ 投資活動による収入 １５０ 福岡固有事業 ４，４２８ 減価償却費 ３ 投資活動による収入 １５３

受託事業 ２３，７１２ 財務費用 １４６ 補助金による収入 １５０ 受託事業 ３０，２４１ 財務費用 ２２３ 補助金による収入 １５３

その他事業 ５，７９５ 雑損 ０ 財務活動による収入 １，４６５ その他事業 ８，３１０ 雑損 ０ 財務活動による収入 ２，３１７

人件費 ３，４８７ 臨時損失 ０ 前期よりの繰越金 １，５３７ 人件費 ４，１８３ 臨時損失 ６４ 前期よりの繰越金 １，５３７

一般管理費 １，０２９ 収益の部 ３９，４２５ 一般管理費 １，１７６ 収益の部 ４９，８８４

経常収益 ３９，４２５ 経常収益 ４９，８８２

業務収入 ５，３１４ 業務収入 ６，０４３

受託収入 ２５，３３７ 受託収入 ３２，３１８

補助金等収益 ８，７３２ 補助金等収益 １１，４５５

財務収益 ４２ 財務収益 ６６

雑益 ０ 雑益 ０

臨時利益 － 臨時利益 ２

純利益 １，３１５ 純利益 １，８６６

目的積立金取崩額 － 目的積立金取崩額 －

総利益 １，３１５ 総利益 １，８６６

※ 計数は単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しないことがある。 ※ 計数は単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しないことがある。


