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農林水産省 平成１７年度省庁別財務書類の概要 

 

 

 

 

１．作成目的 

一般会計及び特別会計を合算した農林水産省

の財務状況を開示。 

２．作成方法 

「省庁別財務書類の作成基準」に基づき作成
（省庁内部における取引等を相殺消去）。 

３．各財務書類の表す財務情報 

（貸借対照表） 

資産及び負債の状況を開示。 

（業務費用計算書） 

本年度に発生した費用の状況を開示。 

（資産・負債差額増減計算書） 

貸借対照表の前年度末資産・負債差額と本年
度末資産・負債差額の増減を要因別に開示。 

（区分別収支計算書） 

歳入歳出決算の財政資金の流れを区分別に
開示。 

 

資産合計は 576 億円の増加、負債合計は 2,712
億円の減少、資産・負債差額は 3,289 億円の増
加、業務費用は 998 億円の減少となりました。
主な要因につきましては、右記の「主な増減内
容」をご参照ください。 
 
（参考情報） 
①公債関連情報（仮定計算により算定） 
a.資産額等を基礎として配分される本年度末公
債残高１１兆３，９８５億円、本年度公債発行額
２兆８８４億円、本年度利払費１，５３２億円 
b. 資産・負債差額等を基礎として配分される本
年度末公債残高１１兆６，１３０億円、本年度公
債発行額２兆８８４億円、本年度利払費１，５６４
億円 
 

＜主な増減内容＞ 

１．貸借対照表 

（資産） 

現金・預金…特別会計の積立金、決算剰余金等 

＋350 億円 

たな卸資産…国内米等のたな卸資産価格の上昇等  

＋397 億円

未収金等…公共事業費地方負担金債権   △798 億円

有形固定資産…土地（Δ299 億円）、公共用財産施設 

（＋567 億円）等         ＋429 億円

出資金･･･特殊法人等への追加出資     ＋185 億円

（負債） 

政府短期証券…食糧証券発行の減少    Δ340億円

借入金…財政融資資金等               △741億円

退職給付引当金…平均俸給月額減少、人員削減等 

                                     △484 億円

他会計繰戻未済金…事業資金の償還の終了 

Δ876 億円

 

２．業務費用計算書 

退職給付引当金繰入額…一般会計（Δ159 億円）、食

糧管理特別会計（＋217 億円）、国有林野事業特別

会計（＋230億円）等                 ＋287億円

売上原価…食糧等の期首在庫数量等の減△539 億円

再保険費…共済事故の減少          △310 億円

委託費等・・・食糧管理特別会計の交付金の新設等 

   ＋515 億円

 

３．資産・負債差額増減計算書 

本年度業務費用合計と財源合計との差額（財源超過）

                              ＋3,638 億円

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期純利益」に相当 

 

４．区分別収支計算書 

財源…    前年度剰余金受入          Δ761億円

業務支出…補助金等 他               Δ192億円

財務収支…政府短期証券の償還による支出の減少 

  ＋1,500 億円

 

（注1）・・・当年度は5年に1度の国有財産台帳の価格
改定の年度です。 

 業務費用計算書 (単位:十億円）

 前年度 17年度 増減

人件費 203 200 △3

賞与引当金繰入額 15 15 △0

退職給付引当金繰入額 △12 16 28

売上原価 325 271 △53

事業管理費 36 38 1

再保険費 64 33 △31

経営費 36 40 4

補助金等 2,007 1,887 △120

独立行政法人運営費交付金 119 119 0

委託費等 315 366 51

庁費等 43 55 11

減価償却費 268 321 53

貸倒引当金繰入額 △0 0 0

次年度繰越支払備金 17 13 △3

次年度繰越未経過再保険料 22 20 △1

支払利息 49 44 △5

資産処分損益 12 9 △2

その他の業務費用 73 45 △28

本年度業務費用合計 3,600 3,500 △99

 

資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 前年度 17年度 増減 

前年度末資産・負債差額 13,878 14,148 269 

本年度業務費用合計 (A) △3,600 △3,500 99 
財源合計 (B) 3,867 3,864 Δ3 

配賦財源 2,787 2,726 △61 

その他の財源 1,080 1,137 57 

無償所管換等 △1 △10 △9 

資産評価差額（注1） - △24 △24 

その他資産・負債差額の増減 3 △0 △3 

本年度末資産・負債差額 14,148 14,477 328 

（参考） (A) + (B) 267 363 97 
 

   

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 前年度 17年度 増減 

業務収支 451 379 △71 
 財源 4,131 4,040 △90 

 業務支出 △3,680 △3,661 19 

財務収支 △281 △163 118 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 169 216 47 

資金への繰入等 △0 △27 △27 

資金残高等 118 133 15 

本年度末現金・預金残高 287 322 35 

 

 

（カッコ内は前年度からの増減額） 

（貸借対照表） 
○国有財産 
・土地             5,073 億円（Δ299 億円） 
・立木竹            6兆7,468億円（＋245億円） 
・工作物                1,932 億円（Δ80 億円） 

○公共用財産      
・公共用財産用地        3,537億円（＋95億円） 
・公共用財産施設   6 兆4,727 億円（＋567 億円） 
（業務費用計算書） 

○補助金等    

・一般会計         1 兆6,950 億円（Δ803 億円） 

・特別会計             1,926億円（Δ399億円） 

省庁別財務書類について 

平成 17 年度について 

主な増減内容 

留意点 

主な残高の内訳 

 貸 借 対 照 表 (単位:十億円） 

 前年度 17年度 増減 前年度 17年度 増減 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 287 322 35 買掛金 15 4 △10 

売掛金 61 57 △4 未払金等 97 87 △10 

たな卸資産 121 161 39 支払備金 17 13 △3 

未収金等 1,006 928 △77 未経過保険料等 22 20 △1 

貸付金 132 136 3 賞与引当金 18 17 △0 

貸付米 209 209 - 政府短期証券 524 490 △34 

貸倒引当金 △0 △0 △0 責任準備金 2 1 △1 

有形固定資産 14,405 14,448 42 借入金 2,117 2,043 △74 

国有財産（公共用財産除く） 7,562 7,539 △23 退職給付引当金 745 696 △48 

公共用財産 6,836 6,903 66 他会計繰戻未済金 87 - △87 

物品 5 5 0 その他の負債 36 36 0 

無形固定資産 7 6 △0 負債合計 3,685 3,413 △271 

出資金 1,602 1,620 18 ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

その他の資産 0 1 0 資産・負債差額 14,148 14,477 328 

資産合計 17,833 17,891 57 負債及び資産・負債差額合計 17,833 17,891 57 


