
食糧管理特別会計勘定合算 平成18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。 

 

・設置目的及び業務内容  
食糧管理特別会計は、｢主要食糧の需給及び

価格の安定に関する法律｣、｢農産物価格安定
法｣及び｢飼料需給安定法｣ に基づき米、麦、で
ん粉、輸入飼料等の買入れ、売渡し等の管理に
係る収支の経理を行うものである。 
 
・定員数（平成１８年度予算定員）    ９２８人   
 
・主な財政資金の流れ 
 各事業勘定での支出に必要な資金は、自己
の勘定の収入で賄うことを原則とし、収入金の
みで賄えない場合は、他の勘定の余裕金を調
整勘定を通し資金借入を行い、他の勘定の余
裕金でも賄えない場合は調整勘定を通し国庫
余裕金の繰替使用又は食糧証券の発行により
資金借入れを行うこととなっている。 

 
・歳入歳出決算の概要 
  資産合計は１８億円の減少、負債合計は 
２７４億円の減少、資産・負債差額は２５５億円
の改善、業務費用は８８３億円の増加となりま
した。主な要因は、資産については、古米等の
売却によるたな卸資産の減少。負債について
は、売払代収入の増加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、価格の高い持ち越し在庫が増加し
たことによる売上原価の増加による。 

 
・積立金残高 
  積立金は保有していない。 

 

１．貸借対照表 

（資産） 

たな卸資産…数量の減少 △１２８億円 

 

（負債） 

政府短期証券…食糧証券の減少 △１９５億円 

２．業務費用計算書 

売上原価…期首持越価格の増 +８５３億円 

交付金…水田農業構造改革交付金等の増 

   +４８億円 

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 

 +２５５億円 

（左記(A) + (B)により算出） 

 

４．区分別収支計算書 

財源…売払代収入の増加による自己収入の増加等

 +１６７億円 

 

 業務費用計算書 (単位:十億円）

 前年度 18年度 増減

人件費 ８ ６ △１

退職給付引当金繰入額 △１ １ ２

売上原価 ２７１ ３５６ ８５

事業管理費 ３８ ３９ １

補助金等 ８ ５ △２

交付金 ６５ ７０ ４

助成金 １０４ ９９ △４

その他経費 ８ ８ △０

減価償却費 １ １ △０

資産処分損益 ０ ２ １

その他の業務費用 ０ ２ １

  

  

  

  

本年度業務費用合計 ５０６ ５９４ ８８

 

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 △８８ △１２ ７５ 

本年度業務費用合計 (A) △５０６ △５９４ △８８ 
財源合計 (B) ６００ ６２０ １９ 

自己収入 ３９２ ４２０ ２７ 

他会計からの受入 ２０７ １９９ △８ 

無償所管換等 ０ ０ ０ 

資産評価差額 △１８ － １８ 

本年度末資産・負債差額 △１２ １２ ２５ 

（参考） (A) + (B) ９４ ２５ △６８ 
 

 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 ４５ ４８ ２ 
  財源 ６１５ ６３２ １６ 

  業務支出 △５６９ △５８３ △１４ 

財務収支 △３４ △２１ １３ 

本年度収支（業務収支＋財務収支） １１ ２７ １５ 

   
   

   

   

本年度末現金・預金残高 １１ ２７ １５ 

 

（カッコ内は前年度からの増減額） 

（貸借対照表） 
・たな卸資産 １，４７５億円 （△１２８億円） 

国内米等           ９２８億円 （△２１億円） 
輸入食糧等     ５４７億円  （△８４億円） 
その他                ６億円  （△２１億円） 

 
・政府短期証券   ４，７１４億円 （△１９５億円） 
   
（業務費用計算書） 
 ・売上原価       ３，５６８億円 （＋８５３億円） 

国内米等           ８５２億円 （＋３１１億円） 
輸入食糧等      ２，３６４億円 （＋４７２億円） 
その他     ３，５２３億円 （+６９億円） 

  
 

主な科目の内訳 食糧管理特別会計省庁別財務書類について 
 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 １１ ２７ １５ 買掛金 ４ ０ △４ 

売掛金 ５６ ４９ △６ 未払金 ５ ６ １ 

たな卸資産 １６０ １４７ △１２ 政府短期証券 ４９０ ４７１ △１９ 

未収金 ４０ ４８ ７ 退職給付引当金 ８５ ８０ △５ 

貸付米 ２０９ ２０９ － その他の負債 ０ ０ ０ 

貸付金 １５ １５ －    

有形固定資産 ７９ ７５ △３ 負債合計 ５８７ ５６０ △２７ 

無形固定資産 ０ ０ ０  
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その他の資産 ０ ０ △０ ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

     

  資産・負債差額 △１２ １２ ２５ 

     

主な増減内容      

資産合計 ５７４ ５７２ △１ 負債及び資産・負債差額合計 ５７４ ５７２ △１ 


