
農林水産省一般会計 平成１８年度省庁別財務書類の概要 

 

 
 貸 借 対 照 表 (単位:十億円） 

 前年度 18年度 増減 前年度 18年度 増減 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 

 

 

 

 0 0 0 未払金 41 35 △5 

 4 未収金 4 △0 賞与引当金 11 11 △0 

他会計繰戻未収金 351 316 △34 （独）農業者年金基金の借入金償還 322 341 19 

貸倒引当金 △0 △0 0 にかかる負担金 

 

 
  

有形固定資産 651 655 3 退職給付引当金 330 332 2 

国有財産（公共用財産除く） 190 185 △5 その他の負債 1 0 △1 

公共用財産 457 466 8    

物品 3 3 0 負債合計 707 721 

 

 

 

 

 
13 

 
無形固定資産 3 3 △0 ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

出資金 1,583 2,699 1,115 資産・負債差額 1,886 2,956 1,069 

その他の資産 0 0 0  

 

 
  

資産合計 2,594 3,677 1,083 負債及び資産・負債差額合計 2,594 3,677 1,083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．貸借対照表 

（資産） 

・他会計繰戻未収金…特別会計からの未収金     △348 億円

・有形固定資産… 

    土地(Δ20億円)、公共用財産施設(＋89億円）等     ＋38億円

・出資金… 

     特殊法人等への追加出資                 ＋144 億円

     法人統合による現物出資                 △98 億円

     政府出資金の国有財産台帳価格の評価見直 ＋1 兆 1,106 億円

（負債） 

・（独）農業者年金基金の借入金償還にかかる負担金… 

     農業者年金基金法に基づく長期借入金        ＋197億円

・退職給付引当金…人員削減等による減少        △142 億円

                 算出方法の変更による増       ＋164 億円

２．業務費用計算書 

・退職給付引当金繰入額…算出方法の改正       ＋173億円

・特別会計への繰入…食糧管理特別会計等      △1,471 億円

・減価償却費…償却資産の減少及び、国有財産の価格改定に

伴う評価額の減少                             △212 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      △331 億円

（左記(A) + (B)により算出）⇒企業会計の「当期損失」に相当 

（省庁ベースとの相違） 

省庁ベース（一般会計・特別会計）1,037億円との差額1,369億円は、特別

会計の収支によるもの（食糧管理特別会計＋254 億円、国有林野事業特

別会計＋434 億円、国営土地改良事業特別会計＋611 億円等） 

４．区分別収支計算書 

・財源…配賦財源                      △3,900億円

・業務支出…補助金等                     △1,537 億円

 業務費用計算書 (単位:十億円）

 前年度 18年度 増減

人件費 156 154 △2

賞与引当金繰入額 11 11 △0

退職給付引当金繰入額 14 31 17

補助金等 1,693 1,545 △148

独立行政法人運営費交付金 119 120 0

委託費等 209 187 △21

特別会計への繰入 768 621 △147

庁費等 56 58 2

減価償却費 41 20 △21

貸倒引当金繰入額 △0 △0 △0

資産処分損益 0 0 0

その他の業務費用 5 5 △0

本年度業務費用合計 3,078 2,757 △321

 

資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 前年度 18年度 増減 

前年度末資産・負債差額 2,210 1,886 △324 

本年度業務費用合計 (A) △3,078 △2,757 321 
財源合計 (B) 3,080 2,723 △356 

配賦財源 2,726 2,336 △390 

その他の財源 354 387 33 

無償所管換等 △10 △7 3 

資産評価差額(注1) △7 1,110 1,117 

その他資産・負債差額の増減 △308 △0 308 

本年度末資産・負債差額 1,886 2,956 1,069 

（参考） (A) + (B) 2 △33 △35 
 

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 前年度 18年度 増減 

業務収支 - - - 
 財源 3,092 2,758 △333 

 業務支出 △3,092 △2,758 333 

資金残高等 0 0 0 

本年度末現金・預金残高 0 0 0 

 

 

（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                   1,287 億円（Δ20 億円） 

・建物                      284 億円（Δ11 億円） 

・工作物                      201 億円（△10 億円） 

○公共用財産      
・公共用財産用地              102 億円（＋31 億円） 

・公共用財産施設       ,     4,538 億円（＋43 億円） 

○出資金            2兆6,990億円（+1兆1,152億円）

（業務費用計算書） 
○補助金等          1 兆 5,452 億円(△1,483 億円) 

○特別会計への繰入    

・食糧管理                  1,998 億円（Δ80 億円） 

・農業共済再保険         ,    705 億円（＋17 億円） 

・国営土地改良事業         1,726 億円（△400 億円） 

・国有林野事業              1,637 億円（△1,009 億円） 

・漁船再保険及漁業共済保険     149 億円（＋0 億円） 

主な増減内容 

主な科目の内訳

 

・所管する業務の内容 

食料・農業・農村基本法、森林・林業基本法及び水産基本

法に基づき、農林水産行政を展開することにより、安全な

食料を安定的に供給するとともに、新たな時代に対応し

た 21 世紀の農林水産業を発展させ、農山漁村の新たな

可能性を切り開いていくこと。 

・定員数（平成 18 年度予算定員） 

 一般会計                       19,197 人 

・主な財政資金の流れ 

一般会計から特別会計への繰入…       6,217 億円 

特別会計から一般会計への受入…        920 億円 

一般会計から地方公共団体への補助金等…  9,489億円 

一般会計から特殊法人等への補助金等…    4,716億円 

一般会計から公益法人への補助金等…     371 億円 

・歳入歳出決算の概要 

（歳入） 

歳入決算額は 4,227 億円余であり、その主なものとしては

①日本中央競馬会納付金2,915億円余、②特別会計受入

金 920 億円余、③独立行政法人納付金 132 億円余となっ

ている。 

（歳出） 

歳出決算額は 2 兆7,587 億円余であり、その主なものとし

ては①補助金・委託費 1 兆 7,195 億円余、②他会計繰入

6,217 億円余、③人件費 1,950 億円余となっている。 

農林水産省の業務等の概要 

 

 １．作成目的 

農林水産省の一般会計の財務状況を開示。 

２．作成方法 
「一般会計省庁別財務書類の作成基準」に基づき作

成。 

一般会計省庁別財務書類について 

 

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 兆2,342 億円、本年度公債発行額1 兆8,609 億円、本

年度利払費 1,513 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 10 兆 9,335 億円、本年度公債発行額 1 兆 8,609

億円、本年度利払費 1,506 億円 

②資産評価差額（注１） 
政府出資金の国有財産台帳価格評価方法見直しによ

り、市場価格のない政府出資等の計上方法が「出資累

計額」から「純資産額」に変更になった。 

参考情報 


