
農林水産省一般会計 平成２０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 20年度 増減 前年度 20年度 増減 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 0 0 0 未払金 30 23 △7 

未収金 1 603 601 賞与引当金 11 10 △1 

他会計繰戻未収金 288 229 △58 （独）農業者年金基金の借入金償還 339 364 24 

貸倒引当金 △0 △0 △0 にかかる負担金   

有形固定資産 701 7,233 6,531 退職給付引当金 326 344 17 

国有財産（公共用財産除く） 224 234 9 その他の負債 0 3 3 

公共用財産 473 6,990 6,517    

物品 3 7 4 負債合計 709 746 37 

無形固定資産 4 4 0 ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

出資金 2,734 2,654 △80 資産・負債差額 3,021 9,979 6,957 

その他の資産 0 0 0    

資産合計 3,730 10,725 6,994 負債及び資産・負債差額合計 3,730 10,725 6,994 

 

 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。 

・所掌する業務の内容 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発

展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び

中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機

能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の

増進並びに水産資源の適切な保存及び管理。 

 

・定員数（平成 20 年度予算定員） 

 一般会計                  20,211 人 

 

・主な財政資金の流れ 

一般会計から特別会計への繰入…5,195 億円 

特別会計から一般会計への受入…  631億円 

一般会計から地方公共団体への補助金等… 

                                7,049 億円 

一般会計から独立行政法人等への補助金等  

4,198 億円 

一般会計から公益法人への補助金等… 

1,882 億円 

 

・歳入歳出決算の概要 

（歳入） 

歳入決算額は6,074億円であり、その主なもの

としては日本中央競馬会納付金 2,833 億円、公

共事業費負担金 1,771 億円、返納金 671 億円と

なっている。 

（歳出） 

歳出決算額は2兆8,045億円であり、その主な

ものとしては補助金・委託費 1 兆 7,196 億円、他

会計繰入 5,195 億円、人件費 1,932 億円となって

いる。 

 

１．貸借対照表 

（資産） 

・未収金・・・・公共事業地方負担金債権等     ＋6,019 億円

・他会計繰戻未収金・・・・特別会計からの未収金  △585 億円

・有形固定資産・・・・土地改良事業特別会計の一般会計化に伴 

う増等 

   土地（＋64 億円）、建物（＋30 億円）等        ＋98 億円

    公共用財産                   ＋6 兆5,173 億円

・出資金・・・・ 

    独立行政法人等への追加出資           ＋175 億円

    政府出資金の国有財産台帳価格の評価見直  △983 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     ＋249億円

・退職給付引当金・・・・特別会計の一般会計化による増 

      ＋173 億円

２．業務費用計算書 

・特別会計への繰入・・・食料安定供給特別会計等 △1,497 億円

・減価償却費…特別会計の一般会計化に伴い、公共用財産の

増加による減価償却費の増                 ＋2,972 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     △1,435 億円

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期損失」に相当 

 

４．区分別収支計算書 

・財源…配賦財源                     △1,990 億円

・業務支出…特別会計への繰入            △1,836 億円

 

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 12 兆 8,917 億円、本年度公債発行額 1
兆 9,361 億円、本年度利払費 1,720 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 12 兆 8,420 億円、本年度公債
発行額 1 兆 9,361 億円、本年度利払費 1,723 億
円 

  業務費用計算書 (単位:十億円）

 前年度 20年度 増減

人件費 148 154 6

賞与引当金繰入額 11 9 △2

退職給付引当金繰入額 23 20 △3

補助金等 1,471 1,505 34

委託費等 198 185 △13

独立行政法人運営費交付金 118 118 △0

特別会計への繰入 669 519 △149

庁費等 45 24 △20

減価償却費 22 320 297

貸倒引当金繰入額 △0  0 0

資産処分損益 0 8 8

出資金評価損 0 - △0

その他の業務費用 5 5 0

本年度業務費用合計 2,715 2,872 156

 

資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 前年度 20年度 増減 

前年度末資産・負債差額 2,956 3,021 64 

本年度業務費用合計 (A) △2,715 △2,872 △156 
財源合計 (B) 2,716 2,728 12 

配賦財源 2,396 2,197 △199 

その他の財源 320 531 211 

無償所管換等 41 7,199 7,157 

資産評価差額 22 △98 △120 

  

本年度末資産・負債差額 3,021 9,979 6,957 

（参考） (A) + (B) 0 △143 △144 
 

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 前年度 20年度 増減 

業務収支 - - - 
 財源 2,781 2,804 22 

 業務支出 △2,781 △2,804 △22 

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                  1,499 億円 （    ＋64 億円）

・建物                     486 億円 （    ＋30 億円）

・工作物                     278 億円 （     ＋7 億円）

○公共用財産      
・公共用財産用地            3,699 億円 （  ＋3,592 億円）

・公共用財産施設       66兆5,913億円 （＋6兆1,303億円）

○出資金           2 兆6,540 億円 （    △808 億円）

（業務費用計算書） 
○補助金等         1 兆 5,059 億円 (    ＋346 億円)

○特別会計への繰入    

・食料安定供給             2,734億円 （   ＋552億円）

・農業共済再保険      ,     504億円 （    △153億円）

・国有林野事業             1,802 億円 （    △48 億円）

・漁船再保険及び漁業共済保険  153 億円 （     △2 億円）

 

一般会計省庁別財務書類について 

農林水産省の業務等の概要 

主な増減内容 

参考情報 

主な科目の内訳


