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農林水産省 平成１７年度省庁別連結財務書類の概要 

 

 

 

１．作成目的 

農林水産省の業務と関連する独立行政法人

等を連結した財務状況を開示。 

２．作成方法 

「省庁別財務書類の作成基準」に基づき作成
（省庁別財務書類と独立行政法人等を合算
し、農林水産省と独立行政法人等の債権債務
等を相殺消去）。 

３．連結の範囲等 

（連結対象法人） 

農林漁業金融公庫 

農水産業協同組合貯金保険機構 

独立行政法人 農業・生物系特定産業技術 

研究機構 

独立行政法人 農林漁業信用基金 

独立行政法人 緑資源機構 

上記を含め、独立行政法人は計 21 法人 

（連結の基準） 

農林水産省が所掌している業務と関連する事

務・事業を行っている独立行政法人等を連結

（監督権限及び財政支出の有無により判断）。 

（使用財務諸表） 

特殊法人等及び認可法人のうち、行政コスト
計算書を作成している法人については、民間
企業仮定財務諸表でもって連結。 

４．省庁別連結財務書類の留意点 

・ 連結に際して、連結対象法人の会計処理を、
省庁別財務書類の会計処理に統一していな
い。 

・ 連結対象法人に特有の会計処理について
は、連結に際して修正を行っている。 

 

省庁ベースと比較して、資産合計は 4 兆 3,765
億円の拡大、負債合計は4兆327億円の拡大、
資産・負債差額は 3,437 億円の拡大、業務費用
は 2,552 億円の拡大となりました。 
主な要因につきましては、右記の「省庁ベース
との主な相違」を参照ください。 
 

＜主な増減内容＞ 

（注）省庁ベースは、省庁別財務書類（一般会計・特別会計）を指す。 

 

１．貸借対照表 

（資産） 

現金・預金…各独立行政法人等の現金・預金          ＋2,881 億円

売掛金…緑資源機構等                       ＋1,323 億円

有価証券…公社債、株式等                        ＋6,194 億円

たな卸資産…緑資源機構等                     ＋3,745 億円

貸付金…農林漁業金融公庫等                 ＋3 兆83 億円

有形固定資産…各独立行政法人等の有形固定資産 

＋1 兆4,860 億円

出資金･･･相殺消去                         △1 兆6,121 億円

（負債） 

農林漁業金融公庫債券等…農林漁業金融公庫（＋1,452 億円）、 

緑資源機構（＋214 億円）  ＋1,666 億円

責任準備金…農水産業協同組合貯金保険機構（＋2251 億円）、 

農業者年金基金（＋826 億円）等       ＋3,175 億円

借入金…農林漁業金融公庫等                ＋3兆2,504億円

退職給付引当金…各独立行政法人等の退職給付引当金        

＋1,066 億円

２．業務費用計算書 

独立行政法人運営費交付金…相殺消去              Δ1,197 億円

委託費等…相殺消去                              Δ1,812 億円

支払利息…農林漁業金融公庫等の借入金利息        ＋972 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） 

                      ＋379 億円

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期純利益」に相当 

業務費用…     連結による増加                    ＋7,811億円

相殺消去                         △5,259 億円

その他の財源… 連結による増加                   ＋7,972 億円

相殺消去                        △5,259 億円

４．区分別収支計算書 

財源…         連結による増加               ＋2 兆 1,046 億円

相殺消去                        △5,489 億円

業務支出…      連結による増加            +1兆5,605億円

相殺消去                        Δ5,675 億円

 

（注1)・・・当年度の連結財務書類から、連結の範囲に
連結法人の子会社が含まれることとなりました。 
（注2）…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）

 省庁ベース 連結ベース 差額

人件費 200 273 72

賞与引当金繰入額 15 21 5

退職給付引当金繰入額 16 24 8

売上原価 271 329 57

事業管理費 38 38 -

再保険費 33 33 -

経営費 40 40 -

補助金等 1,887 1,883 Δ3

独立行政法人運営費交付金 119 - △119

委託費等 366 185 Δ181

庁費等 55 55 -

減価償却費 321 341 20

貸倒引当金繰入額 0 5 5

次年度繰越支払備金 13 13 -

次年度繰越未経過再保険料 20 20 -

支払利息 44 141 97

資産処分損益 9 9 -

資産評価損 - 2 2

その他の業務費用 45 335 290

本年度業務費用合計 3,500 3,755 255

 

資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 省庁ベース 連結ベース 差額 

前年度末資産・負債差額 14,148 14,496 347 

本年度業務費用合計 (A) △3,500 △3,755 △255 
財源合計 (B) 3,864 4,135 271 

配賦財源 2,726 2,726 - 

その他の財源 1,137 1,409 271 

無償所管換等 △10 △10 - 

資産評価差額(注2) △24 △26 △2 

その他資産・負債差額の増減 △0 △17 △17 

本年度末資産・負債差額 14,477 14,821 343 

（参考） (A) + (B) 363 379 16 
 

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 省庁ベース 連結ベース 差額 

業務収支 379 942 563 
 財源 4,040 5,596 1,555 

 業務支出 △3,661 △4,654 △993 

財務収支 △163 △437 △274 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 216 504 288 

資金への繰入等 △27 △27 - 

資金残高等 133 133 - 

本年度末現金・預金残高 322 610 288 

省庁別連結財務書類について 

平成 17 年度について 

省庁ベースとの主な相違 

留意点 

 貸 借 対 照 表 (単位:十億円） 

 省庁ベース 連結ベース 差額 省庁ベース 連結ベース 増減 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 322 610 288 買掛金 4 4 0 

売掛金 57 189 132 未払金等 87 141 54 

有価証券 - 619 619 支払備金 13 14 1 

たな卸資産 161 535 374 未経過保険料等 20 22 1 

未収金等 928 955 27 賞与引当金 17 24 6 

貸付金 136 3,144 3,008 政府短期証券 490 490 - 

貸付米 209 209 - 農林漁業金融公庫債券等 - 166 166 

貸倒引当金 △0 △32 △32 責任準備金 1 319 317 

有形固定資産 14,448 15,934 1,486 借入金 2,043 5,294 3,250 

無形固定資産 6 8 2 退職給付引当金 696 803 106 

出資金 1,620 8 △1,612 その他の負債 36 119 82 

その他の資産 1 38 37 保証債務 - 44 44 

保証債務見返 - 44 44 負債合計 3,413 7,446 4,032 

  ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

  資産・負債差額 14,477 14,821 343 

資産合計 17,891 22,267 4,376 負債及び資産・負債差額合計 17,891 22,267 4,376 


