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食糧管理特別会計勘定合算 平成17年度省庁別財務書類の概要 

  

１．作成目的 

農林水産省の食糧管理特別会計の財務状況

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。 

 

資産合計は２３２億円の増加、負債合計は５２０
億円の減少、資産・負債差額は７５３億円の改
善、業務費用は２０９億円の増加となりました。 
 
主な要因は、資産については、古米等の数量
減少によるたな卸資産の価格の上昇。負債に
ついては、食糧等買入費の減少による食糧証
券発行の減少。資産・負債差額については、自
己収入が増加したことにより改善。業務費用計
算書については、交付金増加による。 
 

 

＜主な増減内容＞ 

１．貸借対照表 

（資産） 

たな卸資産…価格の上昇等 +４００億円 

 

（負債） 

政府短期証券…食糧証券の減少 △３４０億円 

２．業務費用計算書 

売上原価…期首の在庫数量等の減△５３９億円 

交付金…水田農業構造改革交付金等の増 

   +６５２億円 

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） 

 +９４０億円 

（左記(A) + (B)により算出） 

４．区分別収支計算書 

財務収支  …政府短期証券の償還による支出減

等 

 +１，１５９億円 

 
 業務費用計算書 (単位:十億円）

 前年度 17年度 増減

人件費 １１ ８ △３

退職給付引当金繰入額 △２２ △１ ２１

売上原価 ３２５ ２７１ △５３

事業管理費 ３６ ３８ １

補助金等 １２ ８ △４

交付金 － ６５ ６５

助成金 １０５ １０４ △１

その他経費 ９ ８ △１

減価償却費 ２ １ △０

資産処分損益 ３ ０ △２

その他の業務費用 ０ ０ △０

  

  

  

  

本年度業務費用合計 ４８５ ５０６ ２０

 

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 △１８９ △８８ １０１ 

本年度業務費用合計 (A) △４８５ △５０６ ２０ 
財源合計 (B) ５８１ ６００ １８ 

自己収入 ３５２ ３９２ ４０ 

他会計からの受入 ２２９ ２０７ △２１ 

無償所管換等 ５ ０ △５ 

資産評価差額 － △１８ △１８ 

本年度末資産・負債差額 △８８ △１２ ７５ 

（参考） (A) + (B) ９６ ９４ ３ 
 

 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 １６３ ４５ △１１７ 
  財源 ６４０ ６１５ △２５ 

  業務支出 △４７７ △５６９ △９２ 

財務収支 △１５０ △３４ １１５ 

本年度収支（業務収支＋財務収支） １３ １１ △１ 

その他歳計外現金・現金本年度末残高 ０ － △０ 
   

   

   

本年度末現金・預金残高 １３ １１ △１ 

 

（カッコ内は前年度からの増減額） 

（貸借対照表） 
・たな卸資産 １，６０３億円 

 （+４００億円） 
国内米等     ９４９億円  

（+３５０億円） 
輸入食糧等     ６３２億円  

（+５８億円） 
その他     ２１億円  

（△８億円） 
 

・政府短期証券      ４，９０９億円  
（△３４０億円） 

   
（業務費用計算書） 
 ・売上原価 ２，７１５億円  

（△５３９億円） 
国内米等     ５４０億円   

（△２９６億円） 
輸入食糧等     １，８９２億円  

（△２５４億円） 
その他     ２８２億円  

（+１０億円） 

食糧管理特別会計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 

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 １３ １１ △１ 買掛金 １５ ４ △１０ 

売掛金 ６０ ５６ △４ 未払金 ４ ５ ０ 

たな卸資産 １２０ １６０ ４０ 政府短期証券 ５２４ ４９０ △３４ 

未収金 ３８ ４０ ２ 退職給付引当金 ９３ ８５ △８ 

貸付米 ２０９ ２０９ － その他の負債 １ ０ △０ 

貸付金 ７ １５ ７    

その他の資産 ０ ０ ０ 負債合計 ６３９ ５８７ △５２ 

有形固定資産 １００ ７９ △２１    

無形固定資産 ０ ０ ０ ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

     

  資産・負債差額 △８８ △１２ ７５ 

     

     

資産合計 ５５１ ５７４ ２３ 負債及び資産・負債差額合計 ５５１ ５７４ ２３ 

留意点 

 


