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農林水産省の業務等の概要

（１）農林水産省の所掌する業務の概要

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山
間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並
びに水産資源の適切な保存及び管理をはかることです。

農林水産省の使命

安全な食料の安定供給の確保 水産資源を守り育て大事に利用する

くらしといのちの基礎となる食料は、日常生活
に欠くことのできないものであり、良質で、安全
な食料を合理的な価格で供給するため、

水産業がこれからも発展し、水産物が安定
的に供給されるようにするため、

　・　大切な水産資源を守り育てること
　・　健全で豊かな食生活の実現 　・　漁場の環境を守ること
　・　食料の安全・安心の確保、品質の改善 　・　漁業生産や水産加工を担う人たちが経営
　・　食品産業の発展 　を続けられる環境を作ること
　・　凶作や輸入のストップなど不測の事態にお を通して、水産資源を将来にわたって、持続的

に利用できるようにします。　ける食料安全保障の確保

に努めます。

農林水産業の持続的な発展 農山漁村の振興

日本の農林水産業が持っている食料供給機
能や多面的機能を十分に発揮できるよう、

我が国の農林水産業がこれからも発展し続
けるためには、そのもとになる農山漁村や中山
間地域について、　・　農地、水を確保し、担い手となる人たちが

　農業を続けられるような環境を作ること 　・　生産条件の整備
　・　自然循環機能を守り、さらに活かすこと 　・　生活環境の整備など、福祉の向上

を通して、将来にわたって農林水産業を維持
し、発展させます。

を通して、豊かで住みよい地域を作ります。

農林水産業の多面的機能の発揮 水と緑を育む豊かな森林を守り、
森林資源を活用する

国土を守る、水源を確保する、自然環境を守
る、美しい景観を作り出す、文化を伝承すると
いった、農林水産業が持っている多面的な機
能が今後とも十分に発揮されるようにします。

　・　国土面積の約７割を占める森林のさまざま
　な機能に応じた適正な整備・保全
　・　豊かな森林資源を活用する林業・木材産

　の振興

を通して、水源としての役割や地球温暖化防止
など、森林の有する多面的機能が持続的に発
揮されるようにします。
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（２）組織及び定員

①組織図（平成１６年度末現在）
農林水産省本省

大　臣　官　房 総合調整、政策評価、予算、法令、国際関係、

情報収集・提供、統計調査

総 合 食 料 局 食料政策、食品産業、米麦の需給・価格安定、輸出入

消費 ・ 安全局 消費者政策、農畜水産物等の安全管理、食品表示

生　 　産 　　局 農畜産物の生産の振興

経 　　営 　　局 農業経営政策、農地流動化、金融、税制、農協

農 村 振 興 局 農村政策、中山間地域の振興、農業農村整備

技　術　会　議 試験研究政策

林　 　野 　　庁 林業・木材産業、森林整備・治山、山村、国有林野

水 　　産 　　庁 水産資源の保存・管理、漁場保全、漁港、漁村

地方出先機関
地方農政局
統計・情報センタ－ 地方農政事務所
植物防疫所 森林管理局
動物検疫所 漁業調整事務所
動物医薬品検査所 農林水産政策研究所
国営事務所 研修所等

②定員（平成１６年度予算定員）
一般会計 20,766 人
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（３）農林水産省における会計・特殊法人等の間の財政資金の流れ

財政資金は、その予算に基づき、①一般会計から特別会計へ、②特別会計から一般会計にそれぞれ
繰入れが行われております。また、特殊法人等及び公益法人を通して各事業を推進するために必要な経
費として、一般会計及び特別会計から補助金等をそれぞれ交付しております。

繰　入

食糧管理特別会計
（補助金、委託費）

（損失補てん受入、調整資金受入）

一

般

会

計

繰　入

農業共済再保険特別会計

（委託費）

（保険金支払財源、共済掛金国庫負担金）

繰　入 （委託費）

（保険金支払財源繰戻）

森林保険特別会計
（委託費）

（委託費）

繰　入

漁船再保険及漁業共済
保険特別会計

保険業務費、保険料国庫負担金、保険金支払

財源共済掛金国庫補助金、漁協事務費交付金

繰　入

（保険金支払財源繰戻）

農業経営基盤強化措置
特別会計

（補助金、委託費）

繰　入

国有林野事業特別会計
（出資金）

（森林保全等、借入金利子財源）

繰　入

国営土地改良事業特別会計
土地改良事業国庫負担分

土地改良事業受益者負担分

繰　入

（土地改良事業受益者負担分繰戻）

公益法人（補助金、委託費）

特殊法人等
（補助金、負担金、交付金、補給金、出資金）

－60－



（４）一般会計の歳入歳出決算の概要等

①歳入
　 歳入決算額は３，７０４億３千９百万円余であり、その主なものとしては①日本中央競馬会
納付金３，０８３億８千１百万円余、②特別会計受入金４７８億４百万円余、③公共事業費負担
金７４億２千５百万円余となっております。

②歳出
　 歳出決算額は３兆１，５７４億９千６百万円余であり、その主なものとしては①補助金・委託
費２兆１，０５５億９千５百万円余、②他会計へ繰入７，３６７億７千万円余、③人件費２，０６３
億１千万円余となっております。
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計

貸　借　対　照　表

会計名：一般会計

（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度

（平成16年3月31日） （平成17年3月31日） （平成16年3月31日） （平成17年3月31日）

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞

現金・預金 8,273 8,372 未払金 22,881 26,572

たな卸資産 10 9 保管金等 70 45

未収金 4,261 4,197 賞与引当金 12,197 12,103

未収収益 1 1 退職給付引当金 345,621 349,191

前払費用 16 18 他会計繰戻未済金 3,589 3,583

他会計繰戻未収金 359,629 362,700 特定国有財産整備特別会計への未渡不動産 167 58

　貸倒引当金 △ 282 △ 226

有形固定資産 646,620 675,159

　国有財産（公共用財産を除く） 200,837 200,720

　　土地 139,397 139,055

　　立木竹 123 123

　　建物 30,958 31,162

　　工作物 20,298 20,605

　　船舶 8,482 9,237

　　建設仮勘定 1,576 535

　公共用財産 442,865 471,526

　　公共用財産用地 5,413 6,227 負債合計 384,527 391,555

　　公共用財産施設 435,366 462,253

　　建設仮勘定 2,086 3,046 ＜ 資産・負債差額の部 ＞

　物品 2,917 2,912

無形固定資産 3,958 5,239 資産・負債差額 2,184,924 2,229,176

出資金 1,546,963 1,565,259

資産合計 2,569,451 2,620,732 負債及び資産・負債差額合 2,569,451 2,620,732
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業務費用計算書

会計名：一般会計

（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度

自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日

至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

人件費 148,220 156,452

賞与引当金繰入額 12,197 11,765

退職給付引当金繰入額 88,365 30,100

補助金等 1,734,884 1,732,518

独立行政法人運営費交付金 113,332 119,699

委託費 25,125 17,397

交付金 145,811 184,102

分担金 304 299

拠出金 2,354 2,340

補給金 48,348 51,906

奨励金 1,107 995

食糧管理特別会計への繰入 330,939 229,200

農業共済再保険特別会計への繰入 68,495 66,750

国営土地改良事業特別会計への繰入 191,509 170,239

国有林野事業特別会計への繰入 264,105 255,507

漁船再保険及漁業共済保険特別会計への繰入 15,168 15,066

庁費等 52,836 44,458

その他の経費 5,159 5,625

減価償却費 18,684 10,111

貸倒引当金繰入額 △ 293 △ 55

資産処分損益 1,717 212

出資金評価損 5,030 -

　本年度業務費用合計 3,273,404 3,104,693
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資産・負債差額増減計算書

会計名：一般会計

（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度

自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日

至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

Ⅰ前年度末資産・負債差額 2,432,126 2,184,924

Ⅱ本年度業務費用合計 △ 3,273,404 △ 3,104,693

Ⅲ財源 3,201,449 3,157,470

　　主管の財源 355,590 370,413

　　配賦財源 2,845,858 2,787,056

Ⅳ無償所管換等 △ 175,400 △ 11,968

Ⅴその他資産・負債差額の増減 153 3,444

Ⅵ本年度末資産・負債差額 2,184,924 2,229,176
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区　分　別　収　支　計　算　書

会計名：一般会計
（単位：百万円）

　前　会　計　年　度 　本　会　計　年　度
自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日
至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

Ⅰ 業務収支
1 財源

主管の収納済歳入額 400,566 370,439
配賦財源 2,845,858 2,787,056

財源合計 3,246,425 3,157,496

2 業務支出
(1) 業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 194,803 △ 206,310
補助金等 △ 1,734,884 △ 1,728,854
独立行政法人運営費交付金 △ 113,332 △ 119,699
委託費 △ 25,125 △ 17,397
分担金 △ 304 △ 299
拠出金 △ 2,354 △ 2,340
交付金 △ 145,811 △ 184,102
補給金 △ 48,348 △ 51,906
奨励金 △ 1,107 △ 995
食糧管理特別会計への繰入 △ 330,939 △ 229,200
農業共済再保険特別会計への繰入 △ 68,495 △ 66,750
国営土地改良事業特別会計への繰入 △ 191,509 △ 170,239
国有林野事業特別会計への繰入 △ 264,105 △ 255,507
漁船再保険及漁業共済保険特別会計への繰入 △ 15,168 △ 15,066
産業投資特別会計への繰入 △ 3 △ 6
出資による支出 △ 19,810 △ 18,296
庁費等の支出 △ 60,946 △ 48,174
その他の支出 △ 5,296 △ 5,625

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 3,222,347 △ 3,120,772

(2) 施設整備支出
土地に係る支出 △ 1,874 △ 810
建物に係る支出 △ 22,203 △ 35,913

施設整備支出合計 △ 24,077 △ 36,723

業務支出合計 △ 3,246,425 △ 3,157,496

業務収支 - -

Ⅱ 財務収支 - -

本年度収支 - -

翌年度歳入繰入 - -

資金本年度末残高 8,202 8,327
その他歳計外現金・預金本年度末残高 70 45

本年度末現金・預金残高 8,273 8,372
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注　記

１　重要な会計方針

①　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　最終仕入原価法によっている。

②　有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法
＜有形固定資産＞

・ 国有財産については、定率法によっている。
・ 公共用財産及び物品については、定額法によっている。また、公共用財産施設のうち、海岸
については耐用年数３０年、漁港については耐用年数５０年で定額法を採用している。

＜無形固定資産＞
・ 電話加入権については取得価額を７２，０００円とし、現在の回線本数を乗じて計上している。
・ ソフトウェアについては、簡便的に、利用可能期間の開発費等の累計を資産価格とし、利用
可能期間に基づく定額法によっている。

③　引当金の計上基準及び算定方法
＜貸倒引当金＞

　 （過去３年間の）債権の不納欠損実績に基づいて算出した額を計上している。
［算出方法］
(ア) 過去３年度の年度末における債権総額を徴収停止額とそれ以外の額に区分し、そのう

ち翌年度末において不納欠損として整理された額を算出
(イ) 不納欠損として整理された額をそれぞれ３カ年累計し、過去３年度の年度末の徴収停

止額とそれ以外の額をそれぞれ３カ年合計で除し、３カ年実績比率を算出
(ウ) 当年度末における徴収停止額とそれ以外の額にそれぞれ３カ年実績率を乗じて徴収停

止に係る引当金とそれ以外に係る引当金をそれぞれ算出し、両者を合算して貸倒引当金
として計上

＜賞与引当金＞
賞与引当金としては、職員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当該年度に帰属

する額を下記の計算方法により計上している。
［算出方法］

・ 翌年度期末手当当初予算額×６月支給の期末手当の支給割合／期末手当の年間支給
割合（人勧前）
　×４／６（引当金計上割合）・・・・Ａ

・ 翌年度勤勉手当当初予算額×６月支給の勤勉手当の支給割合／勤勉手当の年間支給
割合（人勧前）
　×４／６（引当金計上割合）・・・・Ｂ

・ 当年度末賞与引当金計上額＝Ａ＋Ｂ
＜退職手当に係る退職給付引当金＞

退職手当に係る退職給付引当金としては、職員の退職手当の支払に備えるため、勤続年数
別の職員数に各平均給与及び勤続年数に基づく支給率（自己都合退職の支給率）を乗じて算
出し、併せて国家公務員共済年金の恩給期間分及び国家公務員災害補償年金（対象者の平
均給与に支給率及び割引率を乗じて算出）を計上している。

④　その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
　 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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２　重要な会計方針の変更

①　農業近代化助成資金に係る未収収益
   一般会計の財政融資資金に対する預託金に係る未収収益については、平成１５年度財務書
類においては計上しておりませんでしたが、本年度財務書類より計上することに統一されたこと
によるものです。

②　国家公務員災害補償年金に係る引当金
従来、国家公務員災害補償年金に係る引当金（退職給付引当金）については、平均給与の上昇

率を２．５％、割引率を４．０％として算出していたが、本年度より、平均給与の上昇率を２．１％、割
引率を３．２％として算出している。

この変更は、平均給与の上昇率及び割引率の指標としている厚生年金及び国民年金の財政再計
算で用いられている長期的な賃金上昇率及び長期的な運用利回りが変更されたことに伴い行ったも
のである。

この変更により、前会計年度の未収収益及び資産合計が百万円増加、退職給付引当金が187百万円
増加、本年度末資産・負債差額が１８６百万円減少、退職給付引当金繰入額及び本年度業務費用合計
が187百万円増加している。

３　偶発債務

　 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの（平成１６年度末現在）
（単位：百万円）

訴訟の略称 事件番号 請求金額 概　　要（簡単な説明等）

長崎県公金違法支出差
止等請求事件

長崎地方裁判所 28,719 諫早湾ほか自然物、住民２２名
が、諫早湾干拓事業は費用対効
果の要件を満たさない違法な事業
であることから、国及び長崎県知
事に対して長崎県の負担済み額
の返還と今後の公金支出の差止
めを求めているもの。

平成12年（行ウ）第7号

ドミニカ共和国移住者損
害賠償請求事件

東京地方裁判所 3,184 １９５６年から５９年にかけて行
われたドミニカ共和国への海外移
住について、土地の配分などが十
分に果たされていないこと、正確に
事前調査を行う義務や移住者の
生活水準を確保する義務を果たし
ていないこと等について国に責任
があるとして、帰国者など１２６名
が国に対して損害賠償請求を行っ
ているもの。その後、関連する第２
次訴訟、第３次訴訟があり合併審
理となっている。（外務省と共同）

平成12年（ワ）第14712号

平成13年（ワ）第14001号

平成13年（ワ）第16507号

トンネルじん肺（熊本）訴
訟

熊本地方裁判所 2,154 国発注等のトンネル工事に作業
員として従事した原告が「注文者で
ある国の安全配慮義務違反」及び
「国の規制・監督権限の不行使」が
原因でじん肺に罹患したとして、国
を相手取り、損害賠償及び、ＡＤＲ
(裁判外紛争処理制度)とじん肺補
償基金の創設を要求しているも
の。（法務省、国土交通省、厚生労
働省、防衛施設庁及びゼネコン５
２企業と共同）

平成15年（ワ）第915号
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訴訟の略称 事件番号 請求金額 概　　要（簡単な説明等）

トンネルじん肺（仙台）訴
訟

仙台地方裁判所 1,458 国発注等のトンネル工事に作業
員として従事した原告が「注文者で
ある国の安全配慮義務違反」及び
「国の規制・監督権限の不行使」が
原因でじん肺に罹患したとして、国
を相手取り、損害賠償及び、ＡＤＲ
(裁判外紛争処理制度)とじん肺補
償基金の創設を要求しているも
の。（法務省、国土交通省、厚生労
働省、防衛施設庁及びゼネコン４
３企業と共同）

平成15年（ワ）第476号

トンネルじん肺（金沢）訴
訟

金沢地方裁判所 1,118 国発注等のトンネル工事に作業
員として従事した原告が「注文者で
ある国の安全配慮義務違反」及び
「国の規制・監督権限の不行使」が
原因でじん肺に罹患したとして、国
を相手取り、損害賠償及び、ＡＤＲ
(裁判外紛争処理制度)とじん肺補
償基金の創設を要求しているも
の。（法務省、国土交通省、厚生労
働省及びゼネコン４８企業と共同）

平成15年（ワ）第542号

その他26件 4,492
合　　計 37,944

４　翌年度以降支出予定額

①　歳出予算の繰越
　翌年度への繰越債務額
　所管計 　285,057百万円
　農林水産本省 　157,626百万円
　農林水産本省検査指導機関 　314百万円
　農林水産技術会議 　194百万円
　林野庁 　57,818百万円
　水産庁 　42,103百万円

②　国庫債務負担行為
　翌年度以降への繰越債務額
　所管計 　54,052百万円
　農林水産本省 　42,339百万円
　林野庁 　2,309百万円
　水産庁 　9,403百万円
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５　追加情報

①　出納整理期間
予算決算及び会計令第３条及び第４条により出納整理期間が設定されており、出納整理期間中

の現金の受払等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている。

②　財政法第４４条の資金
資　　金　　名 根　拠　法　令 内　　　　　　容

農業近代化助成資金
農業近代化助成資金
の設置に関する法律

農業近代化資金助成法（昭和３６年法律第
２０２号）の規定に基づき、農業近代化資金の
融通につき都道府県が利子補給を行うのに要
する経費を補助するために必要な財源を確保
するため、農業近代化助成資金を設置する。

③　業務費用計算書における収益の計上
   「貸倒引当金繰入額」において、
   貸倒引当金の戻入額（貸倒引当金減少額）55百万円が計上されている。

④　各財務書類における表示科目の説明
<貸借対照表>

「現金・預金」には、農業近代化助成資金の現在額、契約保証金等に係る現金・預金を計上し
ている。
  「たな卸資産」には、ガソリン等燃料油の残量に購入単価を乗じた額を計上している。
  「未収金」には、返納金や延滞金等の未収金を計上している。
  「未収収益」には、年度末における財政融資資金預託金の未収経過利子を計上している。
  「前払費用」には、自賠責保険の前払保険料を計上している。

「他会計繰戻未収金」には、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁業共済再保険特
別会計、国営土地改良事業特別会計からの未収金を計上している。

「貸倒引当金」には、未収金等について個々の債権に適合した合理的な基準により算定した
貸倒見積高を計上している。
「土地」には、土地（国有財産法施行細則別表１に掲げる国有財産の区分）にかかる額を計上

している。
「立木竹」には、立木竹（国有財産法施行細則別表１に掲げる国有財産の区分）にかかる額を

計上している。
「建物」には、建物（国有財産法施行細則別表１に掲げる国有財産の区分）にかかる額を計上

している。
「工作物」には、工作物（国有財産法施行細則別表１に掲げる国有財産の区分）にかかる額を

計上している。
「船舶」には、船舶（国有財産法施行細則別表１に掲げる国有財産の区分）にかかる額を計上

している。
  「建設仮勘定」には、建設中の固定資産に係る支出額を計上している。
  「公共用財産用地」には、農地海岸等の土地に係る額を計上している。
  「公共用財産施設」には、農地海岸等の施設及び治山施設に係る額を計上している。
  「建設仮勘定」には、建設中の固定資産に係る支出額を計上している。

「物品」には、取得価格又は見積価格が50万円以上の重要物品について、減価償却を行い、
当該減価償却費相当額を控除した後の額を計上している。
  「無形固定資産」には、電話加入権及びソフトウェアに係る額を計上している。
「出資金」には、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構等への出資金額を計上し

ている。
  「未払金」には、補助率差額等を計上している。
  「保管金等」には、契約保証金及び保管金を計上している。
「賞与引当金」には、期末手当・勤勉手当について、本年度末までの期間に対応する額を計上

している。
「退職給付引当金」には、退職に係る退職給付引当金、整理資源に係る引当金及び国家公務

員災害補償年金にかかる引当金を計上している。
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  「他会計繰戻未済金」には、産業投資特別会計への繰戻未済金を計上している。
「特定国有財産整備特別会計への未渡不動産」には、特定国有財産整備特別会計への未渡

不動産の額を計上している。
  「資産・負債差額」には、農業近代化資金及び出資金等の年度末残高を計上している。

<業務費用計算書>
「人件費」には、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当等の当該年度発生額を計上してい

る。
「賞与引当金繰入額」には、６月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち本年度に

帰属する額を計上している。
  「退職給付引当金繰入額」には、退職手当引当金等の繰入額を計上している。

「補助金等」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第２条第１項（以下、
適化法という。）で規定されている補助金等を計上している。
  「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人への運営費交付金を計上している。
  「委託費」には、適化法で規定しない委託費を計上している。
  「交付金」には、適化法で規定しない交付金を計上している。
  「分担金」には、適化法で規定しない分担金を計上している。
  「拠出金」には、適化法で規定しない拠出金を計上している。
  「補給金」には、適化法で規定しない補給金を計上している。
  「奨励金」には、適化法で規定しない奨励金を計上している。

「食糧管理特別会計への繰入」には、食糧管理特別会計の調整資金に充てるため必要な経
費及び食糧管理特別会計輸入飼料勘定の損出補てんに必要な経費を計上している。

「農業共済再保険特別会計への繰入」には、農業共済保険実施に必要な経費を計上してい
る。

「国営土地改良事業特別会計への繰入」には、国有土地改良事業特別会計への繰入れに必
要な経費及び農業施設災害復旧事業に必要な経費を計上している。

「国有林野事業特別会計への繰入」には、国有林野事業特別会計への繰入れに必要な経費
及び国有林野内治山事業費財源繰入れに必要な経費、山林施設災害関連事業に必要な経費
を計上している。

「漁船再保険及漁業共済保険特別会計への繰入」には、漁業災害及び漁船損害等補償制度
実施に必要な経費を計上している。
  「庁費等」には、資産計上されない額を計上している。

「その他の経費」には、単独の表示科目で表示するには金額が少ないものの額を計上してい
る。
  「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。
「貸倒引当金繰入額（又は戻入額）」には、債権等の貸倒に伴う費用及び損失のうち本年度に

おいて負担する額を計上している。
「資産処分損益」には、物品、有形固定資産及び無形固定資産の売却、除却及び有償譲渡等

の処分に伴い生じた損益額を計上している。
  「出資金評価損」には、出資金の強制評価減による損失額を計上している。

<資産・負債差額増減計算書>
「前年度末資産・負債差額」には、貸借対照表の前会計年度の資産・負債差額を計上してい

る。
「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上してい

る。
  「主管の財源」には、主管の徴収決定済額を計上している。

「配賦財源」には、所管の歳出決算額（支出済額）と主管の歳入決算額（収納済歳入額）との
差を計上している。

「無償所管換等」には、業務費用計算書に計上している項目や資産・負債差額増減計算書の
財源及び資産評価差額として計上されるもの以外の貸借対照表の資産・負債額増減のうち、無
償所管換等によるものを計上している。
  「資産評価差額」には、該当がない。
  「その他資産・負債差額の増減」には、農業近代化助成資金の増減額等を計上している。
  「本年度末資産・負債差額」には、本年度までの資産・負債差額を計上している。
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<区分別収支計算書>
  「主管の収納済歳入額」には、収納済歳入額を計上している。

「配賦財源」には、所管の歳出決算額（支出済歳出額）と主管の歳入決算額（収納済歳入額）
との差を計上している。
  「人件費」には、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当等を計上している。

「補助金等」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第２条第１項（以下、
適化法という。）で規定されている補助金等を計上している。
  「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人への運営費交付金を計上している。
  「委託費」には、適化法で規定しない委託費を計上している。
  「分担金」には、適化法で規定しない分担金を計上している。
  「拠出金」には、適化法で規定しない拠出金を計上している。
  「交付金」には、適化法で規定しない交付金を計上している。
  「補給金」には、適化法で規定しない補給金を計上している。
  「奨励金」には、適化法で規定しない奨励金を計上している。

「食糧管理特別会計への繰入」には、食糧管理特別会計の調整資金に充てるため必要な経
費及び食糧管理特別会計輸入飼料勘定の損出補てんに必要な経費を計上している。

「農業共済再保険特別会計への繰入」には、農業共済保険実施に必要な経費を計上してい
る。

「国営土地改良事業特別会計への繰入」には、国有土地改良事業特別会計への繰入れに必
要な経費及び農業施設災害復旧事業に必要な経費を計上している。

「国有林野事業特別会計への繰入」には、国有林野事業特別会計への繰入れに必要な経費
及び国有林野内治山事業費財源繰入れに必要な経費、山林施設災害関連事業に必要な経費
を計上している。

「漁船再保険及漁業共済保険特別会計への繰入」には、漁業災害及び漁船損害等補償制度
実施に必要な経費を計上している。

「産業投資特別会計への繰入」には、改革推進公共事業清算金の産業投資特別会計へ繰入
に必要な経費を計上している。
  「庁費等の支出」には、庁費等の額を計上している。
  「その他の支出」には、上記以外の額を計上している。
  「土地に係る支出」には、不動産購入費を計上している。
  「建物に係る支出」には、施設整備費等を計上している。
  「業務収支」には、「財源」から「業務支出」を引いた額を計上している。
  「資金本年度末残高」には、農業近代化助成資金の残高を計上している。
  「その他歳計外現金・預金本年度末残高」には、契約保証金及び保管金を計上している。
  「本年度末現金・預金残高」には、区分別収支計算書の計算結果の額を計上している。

⑤　単位未満の計数の切り捨て及び100万円未満の係数の表示等
 　金額の単位は100万円とし、単位未満は切り捨てているため、合計は一致しないことがある。

100万円未満の計数がある場合には「０」で表示し、該当計数が皆無の場合には「－」で表示
している。
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附属明細書

１.貸借対照表の内容に関する明細

（１）資産項目の明細

①たな卸資産の明細 （単位：百万円）
種　　類 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 強制評価減 本年度末残高

ガソリン等燃料油 10 221 223 -                   9

②未収金の明細 （単位：百万円）
内　　容 相　　手　　先 本年度末残高

返納金債権 地方公共団体等 2,707
延滞金債権 個人 992
利息債権 個人 419
損害賠償金債権 個人 55
公共事業費受益者等負担金債権 公団 22
公務員宿舎使用料債権 個人 0
物件使用料債権 法人 0

合　　　計 4,197

③固定資産の明細 （単位：百万円）
区　　分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度減価償却額 評価差額（本年度発生分） 本年度末残高

（有形固定資産）
　行政財産 200,837 7,373 2,289 5,201 - 200,720
　　土地 139,397 245 588 - - 139,055
　　立木竹 123 0 0 - - 123
　　建物 30,958 2,578 58 2,315 - 31,162
　　工作物 20,298 2,681 62 2,312 - 20,605
　　船舶 8,482 1,331 3 573 - 9,237
　　建設仮勘定 1,576 535 1,576 - - 535
　公共用財産 442,865 33,390 2,106 2,623 - 471,526
　　公共用財産用地 5,413 814 - - - 6,227
　　公共用財産施設 435,366 29,530 20 2,623 - 462,253
　　建設仮勘定 2,086 3,046 2,086 - - 3,046
　物品 2,917 948 170 783 - 2,912

小　　　計 646,620 41,712 4,566 8,607 - 657,159
（無形固定資産）
　電話加入権 326 - 6 - - 320
　ソフトウェア 3,632 2,790 - 1,503 - 4,918

小　　　計 3,958 2,790 6 1,503 - 5,239
合　　　計 650,579 44,502 4,572 10,111 - 680,398
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④出資金の明細
　市場価格のない出資金の増減の明細 （単位:百万円）

種　　　　　　　　　類 前年度末残高
評価差額の

戻入
本年度増加

額
本年度減少

額

償却原価法
に基づく増

減額

評価差額
（本年度発

生分）
強制評価減 本年度末残高

農林漁業金融公庫 199,811 - - - - - - 199,811

日本中央競馬会 4,924 - - - - - - 4,924

農水産業協同組合貯金保険機構

　（一般勘定） 75 - - - - - - 75

農林水産消費技術センター 3,540 - - - - - - 3,540

種苗管理センター 9,701 - - - - - - 9,701

家畜改良センター 48,227 - - - - - - 48,227

肥飼料検査所 1,671 - - - - - - 1,671

農薬検査所 3,759 - - - - - - 3,759

農業者大学校 2,735 - - - - - - 2,735

林木育種センター 1,909 - - - - - - 1,909

さけ・ます資源管理センター 5,466 - - - - - - 5,466

水産大学校 9,458 - - - - - - 9,458

農業・生物系特定産業技術研究機構

　（農業技術研究業務勘定） 238,502 - - - - - - 238,502

　（農業機械化勘定） 15,129 - - - - - - 15,129

　（基礎的勘定） 1,506 - - - - - - 1,506

農業生物資源研究所 40,319 - - - - - - 40,319

農業環境技術研究所 34,353 - - - - - - 34,353

農業工学研究所 20,751 - - - - - - 20,751

食品総合研究所 8,997 - - - - - - 8,997

国際農林水産業研究センター 8,470 - - - - - - 8,470

森林総合研究所 47,391 - - - - - - 47,391

水産総合研究センター

　（試験研究・技術開発勘定） 52,691 - - - - - - 52,691

　（海洋水産資源開発勘定） 2,380 - - - - - - 2,380

農畜産業振興機構

　（畜産勘定） 29,966 - - - - - - 29,966

　（野菜勘定） 293 - - - - - - 293

　（生糸勘定） - - - - - - - -

　（肉用子牛勘定） 328 - - - - - - 328

　（債務保証勘定） 371 - - - - - - 371

農林漁業信用基金 170,137 - - - - - - 170,137

緑資源機構 584,090 - 18,296 - - - - 602,386

合          計 1,546,963 - 18,296 - - - - 1,565,259

－73－



（

　市場価格のない出資金の純資産額等の明細 （単位:百万円）

出　　　　資　　　　先
出資金額

（国有財産台
帳価格）

資産
(Ａ)

負債
(Ｂ)

純資産額
(Ｃ＝Ａ-Ｂ)

資本金
(Ｄ)

一般会計か
らの出資額

(Ｅ)

出資割合
(Ｆ＝Ｅ/
Ｄ)％

純資産額に
よる算出額
(Ｇ＝Ｃ×Ｆ)

貸借対照表
計上額

使用財務諸表 備考

農林漁業金融公庫 199,811 3,232,898 2,958,404 274,493 311,637 199,811 64% 175,995 199,811
行政コスト計算
書

日本中央競馬会 4,924 1,168,212 75,783 1,092,429 4,924 4,924 100% 1,092,429 4,924 貸借対照表

農水産業協同組合貯金保険機構

（一般勘定） 75 215,396 212,626 2,770 300 75 25% 692 75
行政コスト計算
書

農林水産消費技術センター 3,540 5,296 1,962 3,334 3,540 3,540 100% 3,334 3,540 法定財務諸表

種苗管理センター 9,701 11,039 806 10,232 9,701 9,701 100% 10,232 9,701 法定財務諸表

家畜改良センター 48,227 51,003 3,741 47,262 48,227 48,227 100% 47,262 48,227 法定財務諸表

肥飼料検査所 1,671 2,777 803 1,974 1,671 1,671 100% 1,974 1,671 法定財務諸表

農薬検査所 3,759 6,064 357 5,707 3,759 3,759 100% 5,707 3,759 法定財務諸表

農業者大学校 2,735 2,873 147 2,726 2,735 2,735 100% 2,726 2,735 法定財務諸表

林木育種センター 1,909 2,635 678 1,957 1,909 1,909 100% 1,957 1,909 法定財務諸表

さけ・ます資源管理センター 5,466 5,916 495 5,420 5,466 5,466 100% 5,420 5,466 法定財務諸表

水産大学校 9,458 9,687 1,541 8,145 9,458 9,458 100% 8,145 9,458 法定財務諸表

農業・生物系特定産業技術研究機構

（農業技術研究業務勘定） 238,502 260,320 14,099 246,220 238,502 238,502 100% 246,220 238,502 法定財務諸表

（農業機械化勘定） 15,129 15,283 370 14,913 15,298 15,129 99% 14,748 15,129 法定財務諸表

（基礎的勘定） 1,506 2,260 1,591 669 1,506 1,506 100% 669 1,506 法定財務諸表

農業生物資源研究所 40,319 44,721 3,583 41,138 40,319 40,319 100% 41,138 40,319 法定財務諸表

農業環境技術研究所 34,353 36,288 1,629 34,659 34,353 34,353 100% 34,659 34,353 法定財務諸表

農業工学研究所 20,751 20,560 1,018 19,541 20,751 20,751 100% 19,541 20,751 法定財務諸表

食品総合研究所 8,997 10,460 1,303 9,156 8,997 8,997 100% 9,156 8,997 法定財務諸表

国際農林水産業研究センター 8,470 9,794 886 8,907 8,470 8,470 100% 8,907 8,470 法定財務諸表

森林総合研究所 47,391 46,899 2,448 44,451 47,391 47,391 100% 44,451 47,391 法定財務諸表

水産総合研究センター

（試験研究・技術開発勘定） 52,691 59,331 4,527 54,803 52,691 52,691 100% 54,803 52,691 法定財務諸表

（海洋水産資源開発勘定） 2,380 3,599 1,202 2,397 2,380 2,380 100% 2,397 2,380 法定財務諸表

農畜産業振興機構

（畜産勘定） 29,966 158,691 124,420 34,270 29,966 29,966 100% 34,270 29,966 法定財務諸表

（野菜勘定） 293 99,266 98,854 411 293 293 100% 411 293 法定財務諸表

（生糸勘定） 5,030 6,159 12,786 △ 6,626 5,030 5,030 100% △ 6,626 - 法定財務諸表

（肉用子牛勘定） 328 650 318 332 328 328 100% 332 328 法定財務諸表

（債務保証勘定） 371 379 2 377 371 371 100% 377 371 法定財務諸表

農林漁業信用基金 170,137 305,522 81,490 224,031 205,231 170,137 83% 185,723 170,137 法定財務諸表

緑資源機構 602,386 1,432,231 769,200 663,030 639,285 602,386 94% 625,030 602,386 法定財務諸表

合          計 1,570,289 7,226,226 4,377,084 2,849,141 1,754,503 1,570,289 90% 2,672,092 1,565,259

（２）負債項目の明細
未払金の明細 単位：百万円）

内　　　　　　　容 相　　手　　先 本年度末残高

農業近代化資金利子補給金 農林中央公庫 83

公務災害補償費 個人 19

児童手当 個人 81

補助率差額 地方公共団体 26,387

合          計 26,572

－74－



２.業務費用計算書の内容に関する明細

（１）組織別の業務費用の明細 （単位：百万円）

【農林水産本省】
【農林水産本省
検査指導機関】

【農林水産技術
会議】

【地方農政局】
【北海道農政事

務所】
【北海道統計情

報事務所】
【林野庁】 【水産庁】 合計

人件費 44,682 8,847 1,824 84,847 2,277 2,358 4,903 6,710 156,452

賞与引当金繰入額 2,039 761 149 7,554 207 208 298 547 11,765

退職給付引当金繰入額 30,100 - - - - - - - 30,100

補助金等 1,270,256 - 32,128 - - - 211,481 218,651 1,732,518

独立行政法人運営費交付金 28,472 - 61,407 - - - 10,662 19,158 119,699

委託費 8,143 - 760 - - - 2,190 6,302 17,397

交付金 183,295 2 32 15 0 1 4 748 184,102

分担金 299 - - - - - - - 299

拠出金 2,340 - - - - - - - 2,340

補給金 51,369 - - - - - 536 - 51,906

奨励金 995 - - - - - - - 995

食糧管理特別会計への繰入 229,200 - - - - - - - 229,200

農業共済再保険特別会計への繰入 66,750 - - - - - - - 66,750

国営土地改良事業特別会計への繰入 170,239 - - - - - - - 170,239

国有林野事業特別会計への繰入 - - - - - - 255,507 - 255,507

漁船再保険及漁業共済保険特別会計への繰入 - - - - - - - 15,066 15,066

庁費等 20,238 3,601 3,330 5,133 116 127 653 11,257 44,458

その他の経費 4,151 235 100 204 0 1 314 616 5,625

減価償却費 10,111 - - - - - - - 10,111

貸倒引当金繰入額 △ 55 - - - - - - - △ 55

財産処分損益 212 - - - - - - - 212

本年度業務費用合計 2,122,841 13,449 99,732 97,755 2,603 2,698 486,553 279,058 3,104,693

－75－



（２）補助金等の明細
（単位：百万円）

区分 名　称 相手先 金　額 支出目的

＜補助金＞
農業集落排水事業
費補助　等

地方公共団体 226,532
地方公共団体が施行する農道整備事業、農業集落排水事業、農村総
合整備事業、農村振興整備事業及び中山間総合整備事業に要する
事業費及び開拓指定事業に対する補助

経営体育成基盤整
備事業費補助　等

地方公共団体　他 201,795
地方公共団体が行う農業生産基盤整備調査計画に要する調査計画
費及び地方公共団体等が施行する農業生産基盤整備事業に要する
事業費の補助

水産基盤整備事業
費補助　等

地方公共団体 94,747
地方公共団体が行う水産物供給基盤整備事業及び漁村総合整備事
業等に要する経費の補助

農地防災事業費補
助　等

地方公共団体　他 65,386
地方公共団体が施行する農地等保全管理事業に要する事業費及び
開拓指定事業に対する補助

農業生産総合対策
事業資金貸付金償
還時補助金　等

地方公共団体 62,509
地方公共団体に対して行う農業振興対策事業資金貸付金等の償還金
に相当する金額の当該貸付金等の対象として事業にかかる補助

水産基盤整備事業
費補助　等

地方公共団体 49,521
地方公共団体が行う海岸事業及び水産基盤整備事業に要する事業
費の補助

農村振興対策地方
公共団体事業推進
費補助　等

地方公共団体　他 46,425
農村の振興、中山間地域等の振興及び山村地域等の振興と定住の促
進に必要な事業の総合的な実施を促進するために要する経費の補助

森林環境保全整備
事業費補助

地方公共団体 42,635
重視すべき機能に応じた森林計画を計画的に推進することにより、森
林の有する多面的機能の維持・増進を図り、森林環境の保全に資する
ために必要な経費の補助

農業用施設災害復
旧事業費補助　等

地方公共団体 38,210
平成１５年以前及び平成１６年の発生に係る台風、豪雨等による農
地、農業用施設、海岸保全施設等の被害を復旧するため地方公共団
体が施行する災害復旧事業等に対する補助

森林居住環境整備
事業費補助

地方公共団体 32,126

居住地周辺の森林、山村地域の定住基盤、森林整備の基礎となり生
活環境の改善にも資する骨格的な林道等の整備を総合的に実施する
ことにより森林を基軸とした居住環境の整備を推進するために必要な
経費の補助

牛肉等関税財源生
産振興総合対策費
補助金　等

地方公共団体　他 30,783
牛肉等の関税収入を財源として、肉用牛生産の合理化等に資するた
めの事業に要する経費の補助

海岸保全施設整備
事業費補助

地方公共団体 25,831
海岸保全施設の整備を図るため、地方公共団体が施行する海岸堤防
等の新設、改良及び補修に要する事業費の補助

生産振興総合対策
事業費補助金　等

地方公共団体　他 25,697
農業生産を総合的に振興するための施設・機械の整備等に必要な経
費の補助

農林漁業用揮発油
税財源身替農道整
備事業費補助　等

地方公共団体 24,855
農林漁業用揮発油税財源の身替わりとして、地方公共団体が施行す
る農道整備事業等に対する補助

緑資源整備事業費
補助 (独)緑資源機構 23,642

独立行政法人緑資源機構が施行する緑資源幹線林道事業、水源林
造成事業及び特定中山間保全整備事業に要する事業費の補助

林業生産流通総合
対策施設整備費補
助金　等

地方公共団体　他 22,636
林業・木材の生産流通対策を総合的に推進するための森林・林業総
合対策事業等のために必要な経費の補助

林道施設災害復旧
事業費補助　等

地方公共団体 20,103
地方公共団体が施行し、管理している林道及び治山施設が被災した
場合の復旧事業のために必要な経費の補助

農業経営対策事業
費補助金

地方公共団体 17,366

食料・農業・農村基本法の基本理念と政策課題に即した効率的かつ安
定的な経営体が地域の農業生産の大宗を占める農業構造の確立に
資するための経営構造対策事業等に要する経費の補助

森林保全整備事業
資金貸付金償還時
補助

地方公共団体 15,945
特別措置法に該当する地方公共団体に対して行う森林保全整備事業
資金貸付金の償還金に相当する金額の補助

農業生産基盤整備
事業費補助

(独)水資源機構 15,900
独立行政法人水資源機構の建設及び管理する水資源開発施設等の
うち農業生産基盤整備事業の負担に係る部分に関する事業費等に対
する補助

水産業振興総合対
策施設整備費補助
金　等

地方公共団体　他 14,468
水産業振興総合対策に必要な経費の補助

漁港施設災害復旧
事業費補助

地方公共団体 13,572
台風、豪雨等による漁港施設等の災害復旧事業に要する事業費の補
助

農業生産基盤整備
事業費補助　等

地方公共団体 13,353
離島振興法に基づき指定された離島等において地方公共団体が施行
する護岸等の新設及び改良に要する事業及び農業生産基盤整備事
業等のために必要な経費の補助

森林環境保全整備
事業費補助　等

地方公共団体 11,327
地方公共団体が施行する森林環境保全整備事業及び森林居住環境
整備事業のために必要な経費の補助

農村振興対策事業
資金貸付金償還時
補助金

地方公共団体 11,211
特別措置法に該当する地方公共団体に対して行う農村生産総合対策
事業資金貸付金等の償還金に相当する金額の補助

農村振興対策事業
推進費補助金　等

地方公共団体 10,762
地方公共団体が施行する農村総合整備事業及び農業生産基盤整備
事業のために必要な経費の補助

海岸環境整備事業
費補助

地方公共団体 9,880
地方公共団体が行う海岸堤防等の新設、改良及び補修、養浜工事等
に要する経費の補助

農村振興対策事業
費補助金　等

地方公共団体　他 9,246
生産の高度化、流通システムの改革等による産地の構造改革の推進
に必要な施設・機械の整備等に必要な経費の補助

災害関連緊急治山
等事業費補助

地方公共団体 8,675
民有林野において災害により新たに発生又は拡大した荒廃産地、雪
崩発生又は地すべり地を緊急に復旧整備する事業のために必要な経
費の補助

独立行政法人農業・
生物系特定産業技
術研究機構施設整
備資金貸付金償還
時補助金

(独)農業・生物系特定産業技
術研究機構

8,392

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構施設整備資金貸
付金の償還金に相当する金額の当該貸付金の対象とした事業に係る
補助

－76－



（単位：百万円）

区分 名　称 相手先 金　額 支出目的

＜補助金＞
緊急食糧支援事業
費補助金

地方公共団体　他 7,736
総合食料対策の円滑な推進を図るため地方公共団体等が行う事業及
び緊急食料支援のための財政負担の平準化に必要な資金造成に要
する経費等に対する補助

林業生産流通総合
対策施設整備資金
貸付金償還時補助

地方公共団体 4,813

特別措置法に該当する地方公共団体に対して行う林業生産流通総合
対策施設整備資金貸付金の償還金に相当する金額の補助

後進地域特例法適
用団体補助率差額

地方公共団体 4,721
後進地域開発特例法に基づき、公共事業経費にかかる国の負担又は
補助の割合の引き上げのために必要な経費の補助

農業経営対策事業
推進費補助金　等

地方公共団体　他 4,641

食料・農業・農村基本本に基づき、経営感覚に優れた「効率的かつ安
定的な農業経営」を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分
を担う農業構造を確立するため、認定農業者を中心とする担い手の育
成等の施策の総合的かつ一体的な推進等に要する経費の補助

農業経営対策事業
資金貸付金償還時
補助金

地方公共団体 4,475
地方公共団体に対して行う農業経営対策事業資金貸付金の償還金に
相当する金額の当該貸付金等の対象として事業にかかる補助

水田農業構造改革
補助金

地方公共団体 4,173
需要に即した高品質の麦・大豆等の生産に取り組む担い手を支援す
るために要する経費の補助

卸売市場施設整備
資金貸付金償還時
補助金

地方公共団体 4,151
中央卸売市場、公設地方卸売市場等の施設整備に要する経費等に対
する補助

独立行政法人農業
生物資源研究所施
設整備資金貸付金
償還時補助金

(独)農業生物資源研究所 4,096

独立行政法人農業生物資源研究所施設整備資金貸付金の償還金に
相当する金額の当該貸付金の対象とした事業に係る補助

独立行政法人水産
総合研究センタ－施
設整備資金貸付金
償還時補助金

(独)水産総合研究センタ－ 3,605

独立行政法人水産総合研究センタ－施設整備資金貸付金の償還金
に相当する金額の当該貸付金の対象とした事業に係る補助

農林漁業団体職員
共済組合費補助金
等

農林漁業団体職員共済組合 3,467
昭和３６年４月以前に農林漁業団体職員共済組合員であった期間を有
する者に対して支給する特例老齢農林年金給付等のために要する費
用の一部補助

森林資源管理費補
助金

地方公共団体 3,464
保安林の指定・解除のための調査や適正な管理、法延森林病害虫の
駆除等のために必要な経費の補助

農地防災事業費補
助　等

地方公共団体 3,106

地方公共団体が施行する農地防災事業、地すべり対策事業及び農地
新色防止事業、国営土地改良事業によって造成された一定規模以上
のダム等で地方公共団体の管理が適当と認められるものについての
地方公共団体の管理事業等に対する補助

森林環境保全整備
事業費補助　等

地方公共団体 2,863
離島振興法に基づき指定された離島において地方公共団体が施行す
る森林環境保全整備事業及び森林居住環境整備事業のために必要
な経費の補助

農業近代化資金利
子補給等補助金

地方公共団体　他 2,782
施設、農機具等の取得により経営の近代化を図る農業者等に対して
定理の資金の融通を円滑にする等に要する経費の補助

農村総合整備事業
費補助　等

地方公共団体 2,746
道州制導入の検討に資する道州制北海道モデルにおける事業の推進
のために必要な経費の補助

水産業振興事業費
補助金

地方公共団体　他 2,693
漁業経営対策に必要な経費の補助

独立行政法人農薬
検査所施設整備資
金貸付金償還時補
助金

(独)農薬検査所 2,342

独立行政法人農薬検査所施設整備資金貸付金の償還金に相当する
金額の当該貸付金の対象とした事業に係る補助

特例付加年金助成
補助金

(独)農業者年金基金 2,169
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、被保険者ごとの当
該年度の納付下限額と特例保険料との差額の補助

農林漁業用揮発油
税財源身替林道整
備事業費補助　等

地方公共団体 2,028
農林漁業用揮発油税財源の身替わりとして、地方公共団体が施行す
る林道等整備事業等に対する補助

＜負担金＞
農業者年金給付費
等負担金

(独)農業者年金基金 149,212
旧制度の年金給付等に要する費用の額及び借入金の利子に相当す
る額の負担

農業共済事業事務
費負担金

地方公共団体　他 52,641
農業共済組合連合会及び農業共済組合等が農業共済事業を行うた
めの事務費の負担

＜交付金＞
牛肉等関税財源畜
産業振興対策交付
金

(独)農畜産業振興機構 97,341
牛肉等の関税収入を財源として、独立行政法人農畜産業振興機構が
行う肉用子牛についての生産者補給交付金等の交付にようする経費
の交付

大豆生産者団体等
交付金

全国農業協同組合連合会
他

25,807

国産大豆の生産確保と農家所得の安定のため、事前に定めた全銘柄
共通の一定の単価による生産者団体等に対する交付

協同農業普及事業
交付金

地方公共団体 23,429
地方公共団体が農林水産省と共同して行う農業に関する普及事業を
助長するための普及指導員の設置費等に対する交付

国内産糖調整交付
金

(独)農畜産業振興機構 11,055
独立行政法人農畜産業振興機構が行う国内産糖交付金の一部を補
填するための交付

農業委員会交付金 地方公共団体 10,804
農業委員会が農地法等に基づく法令業務を処理するために必要な経
費であって委員及び職員の設置費等に対する交付

森林整備地域活動
支援交付金

地方公共団体 7,286
森林整備地域活動支援対策の推進指導等及び森林所有者等による
森林施業の実施に不可欠な森林の現況調査等の地域活動を確保す
るための支援に要する経費の地方公共団体に対する交付

林業普及指導事業
交付金

地方公共団体 3,384
林業技術の改良普及を図るための林業普及指導事業に要する経費の
地方公共団体に対する交付

その他 87,929

合　計 1,732,518
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（３）委託費等の明細

独立行政法人運営費交付金の明細 （単位：百万円）

名　称 相手先 金　額 支出目的

独立行政法人運営
費交付金

（独）農業・生物系特定産業
技術研究機構

44,540 独立行政法人が行う業務の財源の一部に充てる

（独）水産総合研究センター 15,196 〃

（独）森林総合研究所 8,716 〃

（独）家畜改良センター 8,403 〃

（独）農業生物資源研究所 7,876 〃

（独）農林水産消費技術セン
ター

5,285 〃

（独）農業者年金基金 4,185 〃

（独）農業環境技術研究所 3,264 〃

（独）国際農林水産業研究セ
ンター

3,166 〃

（独）種苗管理センター 3,129 〃

（独）食品総合研究所 2,324 〃

（独）農畜産業振興機構 2,307 〃

（独）農業工学研究所 2,198 〃

（独）水産大学校 2,190 〃

（独）林木育種センター 1,945 〃

（独）肥飼料検査所 1,812 〃

（独）さけ・ます資源管理セン
ター

1,771 〃

（独）農薬検査所 823 〃

（独）農業者大学校 560 〃

合　計 119,699

委託費の明細 （単位：百万円）

名　称 相手先 金　額 支出目的

農林漁業センサス実
施委託費

地方公共団体 5,044
２００５年農林業センサス実施

漁業資源調査等委
託費

(独)水産総合研究センタ－ 3,124
漁業資源の適正な利用に資するための我が国２００海里水域内にお
ける漁業資源調査等

森林計画推進委託
費　等

(独)森林総合研究所　他 1,265
森林施業計画の認定に係る現地調査等

漁業資源調査等委
託費

（社）漁業情報サ－ビスセン
タ－　他

1,028
漁業資源の科学的資料を整備するための調査等

牛肉等関税財源総
合食料対策調査等
委託費

（社）日本食肉格付協会　他 860
牛肉の安全・品質に対する信頼を確保するため、と畜場における牛一
頭ごとのＤＮＡサンプルの採取等

水産振興事業委託
費

(独)水産総合研究センタ－ 718
漁場環境保全調査研究等事業及び水産業新技術開発事業等の水産
総合研究調査等

水産業振興事業民
間団体委託費

（社）日本水産資源保護協会
他

530
水産業の振興を図るための技術開発、良好な漁場環境及び生態系の
保全を図るための各種実態調査等

総合食料対策調査
等委託費

（財）日本食品分析センタ－
他

479

消費・安全対策等のために必要な調査・分析、登録を受けていない農
薬的資材についての安全性確認及び関連情報の収集管理及びダイオ
キシン類等の有害物質について農畜産物の生産段階や食品の加工
段階等における含有実態の把握等

試験研究調査委託費(独)森林総合研究所　他 446
地球環境総合推進費による研究開発

水産振興事業委託
費

（財）海洋生物環境研究所
他

419
水産業振興事業調査及び漁場環境保全調査等

試験研究調査委託費(独)森林総合研究所　他 335
地球環境保全等試験研究費による研究開発

保安林整備事業委
託費

地方公共団体 263
保安林指定解除の事務、新生崩壊地発生地域の保安林指定調査及
び保安林の指定施行用件の変更のための調査等

その他 2,881

合　計 17,397
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交付金の明細 （単位：百万円）

名　称 相手先 金　額 支出目的

水田農業構造改革
交付金

地方公共団体 146,236
地域水田農業ビジョンの実現に資する産地づくり対策のための地域の
多様な取組の支援に要する経費の交付

農畜産業振興対策
交付金

(独)農畜産業振興機構 25,291
独立行政法人農畜産業振興機構が行う加工原料乳についての生産
者補給交付金の交付事務等経費の交付

林業信用保証事業
交付金

(独)農林漁業信用基金 838
独立行政法人農林漁業信用基金の行う林業信用保証業務に要する
経費の交付

漁業信用保険事業
交付金

(独)農林漁業信用基金 660
独立行政法人農林漁業信用基金の行う保証保険業務に要する経費
の交付

患畜処理手当等交
付金

個人 527
家畜伝染病の予防及びまん延防止のためのへい殺畜棄却手当等の
交付

その他 10,547

合　計 184,102

分担金の明細 （単位：百万円）

名　称 相手先 金　額 支出目的

国際捕鯨委員会等
分担金　等

在アメリカ全米熱帯まぐろ類
委員会　他

299
条約等で規定された国際水準の各種分担金

拠出金の明細 （単位：百万円）

名　称 相手先 金　額 支出目的

政府開発援助国際
連合食糧農業機関
等拠出金　等

国際連合食糧農業機関　他 2,340
国際連合食糧農業機関等の行う調査研究等に対する拠出

補給金の明細 （単位：百万円）

名　称 相手先 金　額 支出目的

農林漁業金融公庫
補給金

農林漁業金融公庫 51,155
農林漁業金融公庫が行う業務の円滑な運営に資するための補給

水源林造成事業補
給金

(独)緑資源機構 536
独立行政法人緑資源機構の水源林造成事業における借入金に係る
利息の一部補給

農地売渡業務等円
滑化対策補給金

(独)農業者年金基金 214
独立行政法人農業者年金基金が行う農地等の売渡し及び有志の業
務の円滑な運営に資するための補給

合　計 51,906

奨励金の明細 （単位：百万円）

名　称 相手先 金　額 支出目的

特定原料用甘しょ特
別集荷奨励金

甘しょでん粉製造業者 995
甘しょでん粉製造業者が特定原料甘しょを生産者から円滑に買い入れ
るための特別集荷奨励金

合　計 995
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３.資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細

（１）財源の明細
主管の財源 （単位：百万円）

款・項 徴収決定済額
国有財産利用収入 465

国有財産貸付収入 465
国有財産使用収入 0

納付金 308,381
日本中央競馬会納付金 308,381

諸収入 61,566
特別会計受入金 47,804
公共事業費負担金 7,425
許可及手数料 1
受託調査試験及役務収入 0
懲罰及没収金 59
弁償及返納金 4,908
雑入 1,367

主管計 370,413

（２)財産の無償所管換等の明細 （単位：百万円）
区　　　　分 相手先 金　額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

財産の無償所管換等（受） 財務省外 260 土地等 庁舎敷地の所管換等のため
財産の無償所管換等（渡） 財務省外 △ 866 土地等 所管換
特定国有財産整備特別会計へ
の未渡不動産の増加

財務省特定国有財
産整備特別会計

108 土地等
特定国有財産整備特別会計への未渡
不動産の増加額

帳簿の誤謬訂正 △ 43 土地等 国有財産台帳の記載誤りのため
実測と帳簿の差額 △ 3 土地等 測量の結果、数量に増減が生じたため
財産の新規登録 0 工作物 実査調査による台帳登載等のため
財産の報告洩 87 建物等 報告書の計上洩のため
整理資源に係る退職給付引当金 △ 11,512

合計 △ 11,968

（3）そ 　の他資産・負債差額の増減の明細　 （単位：百万円）
区　　　　分 本年度増減額

他会計繰越未済金の増加 3,071
農業近代化資金 124
その他 247

合　　　計 3,444
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４.区分別収支計算書の内容に関する明細

（１）財源の明細
主管の収納済歳入額 （単位：百万円）

款・項 収納済歳入額
国有財産処分収入 13

国有財産売払収入 13
国有財産利用収入 465

国有財産貸付収入 465
国有財産使用収入 0

納付金 308,381
日本中央競馬会納付金 308,381

諸収入 61,578
特別会計受入金 47,804
公共事業費負担金 7,425
許可及手数料 1
受託調査試験及役務収入 0
懲罰及没収金 59
弁償及返納金 4,908
物品売払収入 12
雑入 1,367

主管計 370,439

（２）資金の明細 （単位：百万円）
資　　金　　名 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高

農業近代化助成資金 8,202 124 - 8,327
合     計 8,202 124 - 8,327

（3）その他歳計外現金・預金の明細 （単位：百万円）
金 額

前年度末残高 70
本年度受入

契約保証金 241
本年度払出

契約保証金 266
本年度末残高 45
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参考情報

1　機会費用
産業投資特別会計から産業投資特別会計繰戻未済金として無利子の財源として受け入れた受入金

に係る機会費用は以下のとおりです。
　 なお、算定利回りは、当該年度末における１０年利付国債利回りとなっております。

3,583百万円（「産業投資特別会計繰戻未済金」の年度末残高）×1.320％＝47百万円

２　公債関連情報
一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については

財務省に計上されております。しかし、各省庁の業務実施財源の一部は公債で調達されていることか
ら、各省庁の負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報とし
て開示しております。仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類上に負債計上する
ものではありません。

① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債（借換債を除
く。）及び当該年度の利払費は以下のとおりです。
・ 会計年度末の公債残高 ４，７９３，７９３億円
・ 当該年度に発行した公債額 ３５４，８９９億円
・ 当該年度の利払費 ６９，３４７億円

② 財務省において計上されている①の計数を各省庁の一般会計の資産額並びに公債発行対象経
費及び歳出決算額を基礎として各省庁に配分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりで
す。
・ 会計年度末の公債残高のうち当省配分額 １１１，８１０億円
・ 当該年度に発行した公債額のうち当省配分額 ２３，９２５億円
・ 当該年度の利払費のうち当省配分額 １，６１３億円

③ 財務省において計上されている①の計数を各省庁の資産・負債差額並びに公債発行対象経費及
び歳出決算額を基礎として各省庁に配分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりです。
・ 会計年度末の公債残高のうち当省配分額 １１４，３５７億円
・ 当該年度に発行した公債額のうち当省配分額 ２３，９２５億円
・ 当該年度の利払費のうち当省配分額 １，６５７億円
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