
農林水産省 平成１８年度省庁別連結財務書類の概要 

＜主な増減内容＞ 
 

 

 

 

 

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・食品産業技術総合研究 

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 17 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。 

（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          ＋3,181 億円

売掛金…緑資源機構等                       ＋1,202 億円

有価証券…公社債、株式等                        ＋6,047 億円

たな卸資産…緑資源機構等                     ＋3,852 億円

貸付金…農林漁業金融公庫等               ＋2 兆8,777 億円

有形固定資産…各独立行政法人等の有形固定資産 

＋1 兆4,972 億円

出資金･･･相殺消去                        △1 兆 6,465 億円

（負債） 

農林漁業金融公庫債券等…農林漁業金融公庫（＋1,389 億円）、 

緑資源機構（＋274 億円）  ＋1,658 億円

責任準備金…農水産業協同組合貯金保険機構（＋2,401 億円）、 

農業者年金基金（＋1,008 億円）等      ＋3,502 億円

借入金…農林漁業金融公庫等                ＋3 兆871 億円

(独)農業者年金基金の借入金償還に係る負担金…相殺消去 

    Δ341 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         

＋1,107 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              Δ1,201 億円

委託費等…相殺消去                              Δ1,623 億円

支払利息…農林漁業金融公庫等の借入金利息        ＋841 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） 

                    ＋1,486 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                   ＋7,025 億円

相殺消去                         △5,329 億円

その他の財源… 連結による増加                   ＋7,474 億円

相殺消去                        △5,329 億円

４．区分別収支計算書 

財源…         連結による増加               ＋1 兆 9,881 億円

相殺消去                        △5,468 億円

業務支出…      連結による増加           ＋1 兆4,869 億円

相殺消去                        Δ5,612 億円

 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 194 266 72

賞与引当金繰入額 16 22 6

退職給付引当金繰入額 57 72 15

売上原価 356 383 27

事業管理費 39 39 -

再保険費等 47 47 -

経営費 49 49 -

補助金等 1,651 1,576 Δ75

独立行政法人運営費交付 120 - △120

委託費等 359 212 Δ147

庁費等 58 58 -

減価償却費 303 323 20

貸倒引当金繰入額 △0 3 3

支払利息 41 126 85

資産処分損益 11 11 -

資産評価損 - 0 0

その他の業務費用 33 319 286

本年度業務費用合計 3,342 3,511 169

 

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 14,155 14,820 665 

本年度業務費用合計 (A) △3,342 △3,511 △169 
財源合計 (B) 3,446 3,660 214 

配賦財源 2,336 2,336 - 

その他の財源 1,109 1,324 215 

無償所管換等 △12 △12 - 

資産評価差額) 1,113 1,079 △34 

その他資産・負債差額の増減 △0 △10 △10 

本年度末資産・負債差額 15,359 16,031 672 

（参考） (A) + (B) 103 148 45 
 

 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 341 856 515 
 財源 3,657 5,099 1,442 

 業務支出 △3,316 △4,242 △926 

財務収支 △151 △348 △197 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 189 508 319 

資金への繰入等 △9 △9 - 

資金残高等 140 140 - 

本年度末現金・預金残高 320 638 318 

 

省庁別連結財務書類について 省庁ベースとの主な相違 
 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 320 638 318 買掛金 0 0 0 

売掛金 50 170 120 未払金等 78 133 55 

有価証券 - 604 604 支払備金 13 15 2 

たな卸資産 149 534 385 未経過保険料等 20 22 2 

未収金等 861 887 26 賞与引当金 17 23 6 

貸付金 135 3,013 2,878 政府短期証券 471 471 - 

貸付米 209 209 - 農林漁業金融公庫債券等 - 165 165 

貸倒引当金 △0 △28 △28 責任準備金 0 351 351 

有形固定資産 14,537 16,034 1,497 借入金 1,963 5,050 3,087 

(独)農業者年金基金の借入金 341 - △341 無形固定資産 5 7 2

出資金 2,738 1,091 △1,647 償還に係る負担金   

その他の資産 0 40 40 退職給付引当金 703 814 111 

36保証債務見返 - 41 41 その他の負債 123 87 

 - 41 41  保証債務 

  負債合計 3,648 7,214 3,566 

  ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

  資産・負債差額 15,359 16,031 672 

資産合計 19,007 23,245 4,238 負債及び資産・負債差額合計 19,007 23,245 4,238 


