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(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度
(平成21年 (平成22年 (平成21年 (平成22年

3月31日) 3月31日) 3月31日) 3月31日)

＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞

現金・預金 130 140 未払金 23,725 21,054

たな卸資産 16 9 保管金等 130 140

未収金 603,143 499,048 賞与引当金 10,373 10,299

未収収益 59 66
独立行政法人農業者
年金基金の借入金償
還に係る負担金

364,720 385,480

前払費用 19 16 退職給付引当金 344,095 337,647

他会計繰戻未収金 229,476 224,370 その他の債務等 3,520 2,659

その他の債権等 831 1,076

貸倒引当金 △ 16 △ 22

有形固定資産 7,233,127 7,244,682

国有財産（公共用
財産を除く）

234,447 229,715

土地 149,955 148,183

立木竹 152 194

建物 48,681 47,276

工作物 27,855 27,779

船舶 5,967 5,400

建設仮勘定 1,835 881

公共用財産 6,990,795 7,008,236

公共用財産用地 369,971 374,665

公共用財産施設 6,591,315 6,603,792 負 債 合 計 746,564 757,281

建設仮勘定 29,508 29,779

物品 7,884 6,730 ＜資産・負債差額の部＞

無形固定資産 4,851 6,452 資産・負債差額 9,979,129 9,912,039

出資金 2,654,054 2,693,480

資 産 合 計 10,725,693 10,669,321
負 債 及 び 資 産 ・
負 債 差 額 合 計

10,725,693 10,669,321

貸　借　対　照　表
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(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自　平成20年４月 1日) (自　平成21年４月 1日)

(至　平成21年３月31日) (至　平成22年３月31日)

人件費 154,550 135,779

賞与引当金繰入額 9,319 10,071

退職給付引当金繰入額 20,550 14,583

補助金等 1,505,921 1,745,065

委託費 34,577 39,124

交付金 116,747 123,652

分担金 390 429

拠出金 2,083 2,288

補給金 31,253 21,128

独立行政法人運営費交付金 118,107 115,745

食料安定供給特別会計への繰入 273,484 258,563

農業共済再保険特別会計への繰入 50,419 54,206

国有林野事業特別会計への繰入 180,279 204,301

漁船再保険及び漁業共済保険特別会計へ
の繰入

15,341 14,223

庁費等 24,750 41,984

その他の経費 5,420 5,319

減価償却費 320,056 325,530

貸倒引当金繰入額 42 5

資産処分損益 8,851 8,246

本年度業務費用合計 2,872,148 3,120,251

業務費用計算書

 

 



- 113 - 

 

(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自　平成20年４月 1日) (自　平成21年４月 1日)

(至　平成21年３月31日) (至　平成22年３月31日)

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 3,021,518 9,979,129

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 2,872,148 △ 3,120,251

Ⅲ　財源 2,728,648 2,922,963

主管の財源 531,509 389,239

配賦財源 2,197,138 2,533,723

Ⅳ　無償所管換等 7,199,309 112,772

Ⅴ　資産評価差額 △ 98,200 17,426

Ⅵ　本年度末資産・負債差額 9,979,129 9,912,039

資産・負債差額増減計算書
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(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自　平成20年４月 1日) (自　平成21年４月 1日)

(至　平成21年３月31日) (至　平成22年３月31日)

Ⅰ　業務収支

１　財源

主管の収納済歳入額 607,443 498,733

配賦財源 2,197,138 2,533,723

財源合計 2,804,582 3,032,457

２　業務支出

(1)　業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 193,288 △ 169,982

補助金等 △ 1,488,040 △ 1,726,959

委託費 △ 34,577 △ 39,124

交付金 △ 116,747 △ 123,652

分担金 △ 390 △ 429

拠出金 △ 2,083 △ 2,288

補給金 △ 31,253 △ 21,128

独立行政法人運営費交付金 △ 118,107 △ 115,745

食料安定供給特別会計への繰入 △ 273,484 △ 258,563

農業共済再保険特別会計への繰入 △ 50,419 △ 54,206

国有林野事業特別会計への繰入 △ 180,279 △ 204,301

漁船再保険及び漁業共済保険特別会計
への繰入

△ 15,341 △ 14,223

出資による支出 △ 17,550 △ 22,135

庁費等の支出 △ 31,826 △ 47,840

その他の支出 △ 5,420 △ 5,319

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 2,558,811 △ 2,805,902

(2)　施設整備支出

土地に係る支出 △ 18 △ 24

立木竹に係る支出 △ 0 △ 1

建物に係る支出 △ 1,071 △ 2,172

工作物に係る支出 △ 1,310 △ 2,107

船舶に係る支出 △ 2 -

公共用財産用地に係る支出 △ 4,803 △ 6,241

公共用財産施設に係る支出 △ 209,488 △ 184,249

建設仮勘定に係る支出 △ 29,075 △ 31,758

施設整備支出合計 △ 245,770 △ 226,554

業務支出合計 △ 2,804,582 △ 3,032,457

業務収支 - -

区分別収支計算書
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Ⅱ　財務収支

財務収支 - -

本年度収支 - -

翌年度歳入繰入 - -

その他歳計外現金･預金本年度末残高 130 140

本年度末現金･預金残高 130 140
 

 



- 116 - 

 

注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

最終仕入原価法によっている。 

 

(2) 減価償却の方法等 

① 有形固定資産 

国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に基づ

く定率法によっている。 

公共用財産については、施設の耐用年数にわたる過去の事業費等の累計額を取得原価とし、施設の

耐用年数（海岸 30 年、漁港 50 年、土地改良 35 年）に基づく定額法によっている。 

物品については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に基づく、残存価額

を取得原価の 10％とした定額法によっている。 

② 無形固定資産 

ソフトウェアについては、利用可能期間（5 年）の開発費等の累計額を資産価額とし、利用可能期

間に基づく定額法によっている。 

 

(3) 出資金の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のないもの 

全て「国有財産法」の規定により政府出資等として管理されている出資金であり、会計年度末にお

ける国有財産台帳価格によって評価している。 

 

(4) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 貸倒引当金 

未収金のうち徴収停止債権については、全額を回収不能見込額として計上し、それ以外は未収金の

残高に過去 3 年間の貸倒実績率（過去 3 年間の債権平均残高に対する過去 3年間の不納欠損の年間平

均額の割合）を乗じた額を計上している。 

② 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分

（期末手当及び勤勉手当の 6 月支給分の 4/6）を計上している。 

③ 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60ヶ月 

国家公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34 年 10月前の恩給公務員期間に係る給付分）に係る

引当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。 

「国家公務員災害補償法」に基づく補償のうち、遺族補償年金に係る引当金については、「支給率×

平均給与×割引率」により算出し、遺族特別給付金（年金）に係る引当金については、「遺族補償年金

に係る引当金の額×特別支給率」により算出した額を計上している。 
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(5) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

② 退職給付引当金の算定において用いる平均給与上昇率及び割引率について 

・平均給与上昇率 ： 2.5％ 

（平成 21 年財政検証で用いられている長期的な賃金上昇率による） 

・割 引 率 ： 4.1％ 

（平成 21 年財政検証で用いられている長期的な運用利回りによる） 

 

２ 偶発債務 

(1) 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

（単位：百万円） 

訴訟の略称 請求金額 事件番号 訴訟の概要 

開門等請求事件 248 長崎地方裁判所 

平成20年(ワ)第258号 

漁業者が、潮受堤防の北部及び南部

の各排水門の開門に関し、諫早湾の

海水を調整池に流入させ、海水交換

できるように開門操作せよと主張

しているもの。 

工事差止等請求訴訟事件 5 福岡高等裁判所 

平成20年(ネ)第683号 

漁業者及び一般市民が、諫早湾干拓

事業の差し止めを求め佐賀地方裁

判所へ提訴後、控訴審にて、潮受堤

防の撤去及び排水門の常時開門を

主張しているもの。 

合計 253   

(注) 訴訟の見込、結果にかかわらず、平成 22 年 3月 31日現在の請求金額を記載している。 

 

３ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額        214,578 百万円 

農林水産本省                      113,114百万円 

農林水産本省検査指導機関                    309 百万円 

農林水産技術会議                                     163百万円 

地方農政局                                            30百万円 

林野庁                                            62,229 百万円 

水産庁                                            38,729 百万円 

 

(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 97,704 百万円 

農林水産本省                       80,336百万円 

農林水産本省検査指導機関                           1,172 百万円 

農林水産技術会議                                   1,505 百万円 

地方農政局                                         3,051 百万円 

北海道農政事務所                                      27 百万円 

林野庁                                             4,592 百万円 

水産庁                                             7,017 百万円 

 

４ 追加情報 

(1) 出納整理期間 
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出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

年度末の計数としている。 

 

(2) 表示科目の説明 

① 貸借対照表 

ア 資産の部 

・「現金・預金」には、日本銀行預金を計上している。 

・「たな卸資産」には、ガソリン等の燃料を計上している。 

・「未収金」には、公共事業費地方負担金債権及び返納金債権等を計上している。 

・「未収収益」には、公共事業費地方負担金債権の利子に係る当年度分を計上している。 

・「前払費用」には、翌年度以降分の自賠責保険料を計上している。 

・「他会計繰戻未収金」には、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及

び漁業共済保険特別会計からの繰戻未収金を計上している。 

・「その他の債権等」には、特定国有財産整備特別会計への前渡不動産を計上している。 

・「貸倒引当金」には、未収金に対する貸倒見積額を計上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、非償却資産については国有財産台帳価格を基礎とした価

額、償却資産については国有財産台帳価格から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上して

いる。 

・「土地」には、主に庁舎・宿舎に係る用地を計上している。 

・「立木竹」には、主に庁舎・宿舎の立木竹を計上している。 

・「建物」には、主に庁舎・宿舎の建物を計上している。 

・「工作物」には、主に庁舎・宿舎の設備を計上している。 

・「船舶」には、主に調査船を計上している。 

・「建設仮勘定」には、建設中の建物等に係る前払金相当額を計上している。 

・「公共用財産」には、用地部分については施設の耐用年数分の用地費等を累計（累積）した価額

で、施設部分については過去の事業費等を累計（累積）することにより推計される資産価額から

減価償却費相当額を控除した後の価額で計上している。 

・「公共用財産用地」には、土地改良等の用地に係る額を計上している。 

・「公共用財産施設」には、土地改良等の施設に係る額を計上している。 

・「建設仮勘定」には、建設中の公共用財産に係る前払金相当額を計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50 万円以上の物品及び取得原価相当額が 50 万円以上の

リース物件について、取得価格等から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上している。 

・「無形固定資産」には、電話加入権については日本電信電話株式会社の公定価格、ソフトウェア

については取得に要した費用から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上している。 

・「出資金」には、国有財産として管理されている政府出資のうち、政策目的をもって保有してい

るものを計上している。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、補助率差額、児童手当、公務災害補償費及び利子補給金に係る未払額を計上し

ている。 

・「保管金等」には、保管金及び契約保証金として受け入れた見合いの額の残高を計上している。 

・「賞与引当金」には、6月支給の期末手当・勤勉手当に係る本会計年度分を計上している。 

・「独立行政法人農業者年金基金の借入金償還に係る負担金」には、「独立行政法人農業者年金基金

法」附則第 17 条による借入金に係る未払負担金を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当のほか、整理資源等に係る引当金を計上している。 

・「その他の債務等」には、特定国有財産整備特別会計への未渡不動産の額及びリース物件の期末
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残高相当額のリース債務を計上している。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該

当するもののうち国家公務員共済組合負担金として支出した額に、児童手当の未払金や退職手当、

賞与及び国家公務員災害補償年金に関する引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上して

いる。 

・「賞与引当金繰入額」には、6月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当該年度に帰属す

る部分を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当するものを計上し

ている。 

・「委託費」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定しない委

託費を計上している。 

・「交付金」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定しない交

付金を計上している。 

・「分担金」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定しない分

担金を計上している。 

・「拠出金」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定しない拠

出金を計上している。 

・「補給金」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定しない補

給金を計上している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人に対する運営費交付金を計上している。 

・「食料安定供給特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」第 129 条の規定により必要な経

費を計上している。 

・「農業共済再保険特別会計への繰入」には、「農業災害補償法」及び「特別会計に関する法律」の規

定により必要な経費を計上している。 

・「国有林野事業特別会計への繰入」には、「国有林野事業の改革のための特別措置法」及び「特別会

計に関する法律」の規定により必要な経費を計上している。 

・「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計への繰入」には、「漁船損害等補償法」及び「漁業災害補償

法」の規定により必要な経費を計上している。 

・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目

で計上されていないものであって資産計上されていないものを計上している。 

・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの並びに単独の

科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。 

・「貸倒引当金繰入額」には、債権等の貸倒れに伴う費用及び損失の見込額のうち、当該年度に係る額

を計上している。 

・「資産処分損益」には、有形固定資産及び無形固定資産等の売却、除却及び有償譲渡等の処分に伴い

生じた損益を計上している。 

③ 資産･負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「主管の財源」には、主管歳入の徴収決定済額から、物品売払収入等の資産・負債差額の増減を生じ
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させないものを除いた額を計上している。 

・「配賦財源」には、所管の支出済歳出額と主管の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「無償所管換等」には、退職給付引当金算定において適用する割引率等の変更に伴う差額、実測等に

よる帳簿価格との差額、帳簿価格の誤謬訂正等に伴う資産・負債差額の増減を計上している。 

・「資産評価差額」には、出資金の評価差額（強制評価減に係るものを除く）を計上している。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 

・「主管の収納済歳入額」には、主管歳入の収納済歳入額を計上している。 

・「配賦財源」には、所管の歳出の支出済歳出額と主管の歳入の収納済歳入額との差額を計上してい

る。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に

該当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1項で規定する補助金等に該当する支出額を

計上している。 

・「委託費」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1 項で規定しない

委託費を計上している。 

・「交付金」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1 項で規定しない

交付金を計上している。 

・「分担金」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1 項で規定しない

分担金を計上している。 

・「拠出金」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1 項で規定しない

拠出金を計上している。 

・「補給金」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1 項で規定しない

補給金を計上している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人に対する運営費交付金を計上している。 

・「食料安定供給特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」第 129 条の規定により必要な  

経費を計上している。 

・「農業共済再保険特別会計への繰入」には、「農業災害補償法」及び「特別会計に関する法律」の

規定により必要な経費を計上している。 

・「国有林野事業特別会計への繰入」には、「国有林野事業の改革のための特別措置法」及び「特別

会計に関する法律」の規定により必要な経費を計上している。 

・「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計への繰入」には、「漁船損害等補償法」及び「漁業災害補

償法」の規定により必要な経費を計上している。 

・「出資による支出」には、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式

会社日本政策金融公庫に対する政府出資を計上している。 

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当する支出のうち、

施設整備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに単独

の科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「土地に係る支出」には、主に庁舎・宿舎用地の取得に係る支出を計上している。 

・「立木竹に係る支出」には、主に庁舎・宿舎の立木竹の取得に係る支出を計上している。 

・「建物に係る支出」には、主に庁舎・宿舎の建物の取得に係る支出を計上している。 
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・「工作物に係る支出」には、主に庁舎・宿舎の工作物の取得に係る支出を計上している。 

・「船舶に係る支出」には、主に調査船の船舶の取得に係る支出を計上している。 

・「公共用財産用地に係る支出」には、土地改良等の土地の取得に係る支出を計上している。 

・「公共用財産施設に係る支出」には、土地改良等の施設の取得に係る支出を計上している。 

・「建設仮勘定に係る支出」には、建設中の建物等に係る支出を計上している。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

イ 本年度収支以下の区分 

・「その他歳計外現金・預金本年度末残高」には、契約保証金及び保管金として保有する歳計外の現

金・預金を計上している。 

・「本年度末現金・預金残高」には、「その他歳計外現金・預金本年度末残高」を計上している。計

上額は、貸借対照表の「現金・預金」と一致する。 

 

(3) その他省庁の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

② 百万円未満の計数がある場合には｢0｣で表示し、該当計数が皆無の場合には｢-｣で表示している。 

③ 重要な会計処理の誤謬の修正 

ア 過年度の公共用財産の災害復旧費について、施設が新設された後、耐用年数の２分の１の時点で

被災・復旧されたと仮定し、災害復旧費の２分の１を被災資産額と仮定して除却損を計上し、残額

は新設した施設と同じ耐用年数により、支出年度の翌年度から減価償却を実施することとなってい

るが、当該耐用年数の算定に誤謬があったため、本年度において修正を行った。この修正により本

年度の貸借対照表において、公共用財産施設が 3,573 百万円減少し、資産・負債差額が同額減少し

ている。 

イ 過年度の建設仮勘定について、未計上及び完成済の資産に対する取崩し洩れがあったため、本年

度において修正を行った。この修正により本年度の貸借対照表において、建設仮勘定が 253 百万円

減少し、資産・負債差額が同額減少している。 
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附属明細書 

 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 資産項目の明細 

① 現金・預金の明細 

内容 本年度末残高

政府預金（日本銀行預金） 140

合計 140

（単位：百万円）

 

 

② たな卸資産の明細 

種類 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 評価差額 強制評価減 本年度末残高

燃料 16 93 100 - - 9

合計 16 93 100 - - 9

（単位：百万円）

 

 

③ 未収金の明細 

内容 相手先 本年度末残高

公務員宿舎使用料債権 個人 0

物件使用料債権 会社 0

公益事業費地方負担金債権 地方公共団体 498,171

公共事業費受益者等負担金債権 公団 7

返納金債権 地方公共団体、団体、個人、会社 748

加算金債権 会社 0

損害賠償金債権 個人、会社等 81

延滞金債権 個人、団体、会社 20

利息債権 団体 16

諸納付金債権 会社、在外公館 2

合計 499,048

（単位：百万円）

 

 

④ 他会計繰戻未収金の明細 

債権の種類 相手先 本年度末残高 債権の内容等

他会計繰戻未収金
食料安定供給特別会計（農業
経営基盤強化勘定）

151,801
「特別会計に関する法律」第129条
の規定によるもの

他会計繰戻未収金
食料安定供給特別会計（国営
土地改良事業勘定）

22,740
「特別会計に関する法律」附則第
231条第6項により準用する附則第
166条第1項の規定によるもの

他会計繰戻未収金 農業共済再保険特別会計 27,762

「農業共済再保険特別会計におけ
る農作物共済及び果樹共済に係る
再保険金の支払財源の不足に充て
るための一般会計からする繰入金
等に関する法律」第1条の規定等に
よるもの

他会計繰戻未収金
漁船再保険及び
漁業共済保険特別会計

22,067

「農業共済再保険特別会計におけ
る果樹共済に係る再保険金及び漁
船再保険及漁業共済保険特別会計
における漁業共済に係る保険金の
支払財源の不足に充てるための一
般会計からする繰入金に関する法
律」第3項の規定等によるもの

合計 224,370

（単位：百万円）
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⑤ その他の債権等の明細 

債権の種類 相手先 本年度末残高 債権の内容等

特定国有財産整備特別会計へ
の前渡不動産

特定国有財産整備特別会計 1,076
新施設の引渡を受けていないが、
旧施設を相手先に引き継いだもの

合計 1,076

（単位：百万円）

 

 

⑥ 貸倒引当金の明細 

前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高 前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高

未収金 603,143 △ 104,095 499,048 16 5 22

徴収停止債権 5 △ 0 4 5 △ 0 4

履行期限到来等債権 1,047 △ 231 815 11 5 17

上記以外の債権 602,090 △ 103,863 498,227 - - -

合計 603,143 △ 104,095 499,048 16 5 22

（単位：百万円）

区分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘要

注）徴収停止債
権は全額、それ
以外は未収金の
残高に過去3年
間の貸倒実績率
（過去3年間の
債権平均残高に
対する過去3年
間の不納欠損の
年間平均額の割
合）を乗じた額
を計上してい
る。  
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⑦ 固定資産の明細 

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
本年度

減価償却額

評価差額
(本年度発生

分)
本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産除く） 234,447 5,932 5,825 4,838 - 229,715

行政財産 233,822 5,597 5,526 4,819 - 229,074

土地 149,451 152 1,859 - - 147,744

立木竹 152 49 7 - - 194

建物 48,574 2,550 1,327 2,687 - 47,110

工作物 27,841 2,262 796 1,564 - 27,743

船舶 5,967 - 0 567 - 5,400

建設仮勘定 1,835 581 1,535 - - 881

普通財産 624 335 299 19 - 640

土地 503 57 122 - - 438

立木竹 0 - - - - 0

建物 106 226 151 15 - 165

工作物 14 51 25 3 - 36

公共用財産 6,990,795 376,571 42,712 316,418 - 7,008,236

公共用財産用地 369,971 7,982 3,288 - - 374,665

海岸 9,766 262 339 - - 9,689

漁港 3,881 350 - - - 4,231

土地改良 356,324 7,370 2,949 - - 360,745

公共用財産施設 6,591,315 336,275 7,381 316,418 - 6,603,792

海岸 849,171 42,110 5,627 52,220 - 833,432

漁港 413,046 21,192 183 12,116 - 421,939

土地改良 5,329,097 272,973 1,570 252,081 - 5,348,420

建設仮勘定 29,508 32,313 32,042 - - 29,779

物品 7,884 1,742 296 2,599 - 6,730

小計 7,233,127 384,246 48,834 323,856 - 7,244,682

（無形固定資産）

ソフトウェア 4,631 3,281 - 1,673 - 6,239

ソフトウェア仮勘定 - - - - - -

電話加入権 219 12 19 - - 212

小計 4,851 3,293 19 1,673 - 6,452

合計 7,237,979 387,540 48,854 325,530 - 7,251,134

（単位：百万円）
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⑧ 出資金の明細 

ア 出資金の増減の明細 

法人名等 前年度末残高
評価差額の

戻入
本年度増加額 本年度減少額

評価差額（本
年度発生分）

強制評価減 本年度末残高

【市場価格のないもの】

○特殊会社

株式会社日本政策金融公庫

（農林水産業者向け業務勘
定）

208,388 △ 1,779 665 - 1,781 - 209,055

○特殊法人

日本中央競馬会 1,081,189 △ 1,076,265 - - 1,071,935 - 1,076,859

○認可法人

農水産業協同組合貯金保険機
構

（一般勘定） 75 - - - - - 75

○独立行政法人

農林水産消費安全技術センタ
－

9,748 637 - - △ 989 - 9,396

種苗管理センタ－ 9,706 △ 4 - - △ 321 - 9,380

家畜改良センタ－ 42,670 5,557 - - △ 6,507 - 41,720

水産大学校 13,421 △ 3,962 - - 3,632 - 13,091

農業・食品産業技術総合研究
機構

（農業技術研究業務勘定） 252,785 8,726 - - △ 9,126 - 252,385

（基礎的研究業務勘定） 86 △ 8 - - △ 0 - 77

（農業機械化促進事業勘定） 14,434 694 - - △ 744 - 14,385

農業生物資源研究所 33,340 6,978 - - △ 8,265 - 32,053

農業環境技術研究所 32,757 1,596 - - △ 2,296 - 32,056

国際農林水産業研究センタ－ 7,943 526 - - △ 607 - 7,862

森林総合研究所

（研究・育種勘定） 44,533 5,053 - - △ 4,744 - 44,842

（特定地域整備等勘定） 7,240 △ 4,916 - - 5,143 - 7,467

（水源林勘定） 623,918 △ 16,983 13,318 - 41,943 - 662,196

水産総合研究センタ－

（試験研究・技術開発勘定） 51,243 6,571 - - △ 7,400 - 50,414

（海洋水産資源開発勘定） 2,397 △ 17 - - 17 - 2,397

農畜産業振興機構

（畜産勘定） 30,836 △ 870 - - 873 - 30,839

（野菜勘定） 293 - - - - - 293

（肉用子牛勘定） 328 - - - - - 328

（債務保証勘定） 376 △ 4 - - 9 - 380

農林漁業信用基金

（農業信用保険勘定） 71,250 △ 11,341 - - 12,862 - 72,771

（林業信用保証勘定） 45,718 △ 1,133 8,016 - 651 - 53,253

（漁業信用保険勘定） 60,960 583 - - 255 - 61,799

（農業災害補償関係勘定） 5,464 △ 1,664 - - 1,341 - 5,141

（漁業災害補償関係勘定） 2,942 △ 82 - - 92 - 2,952

合計 2,654,054 △ 1,082,109 21,999 - 1,099,535 - 2,693,480

（単位：百万円）
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イ 市場価格のない出資金の純資産額等の明細 

出資先
資産
(A)

負債
(B)

純資産額
(C=A-B)

資本金
(D)

一般会計から
の出資累計額

(E)

出資割合
(F=E/D) %

純資産額に
よる算出額
(G=C×F)

貸借対照表計
上額（国有財
産台帳価格）

使用財務諸表

○特殊会社

株式会社日本政策金融公庫

（農林水産業者向け業務勘
定）

2,739,242 2,411,044 328,197 325,400 207,274 63.70% 209,055 209,055 法定財務諸表

○特殊法人

日本中央競馬会 1,157,885 81,025 1,076,859 4,924 4,924 100.00% 1,076,859 1,076,859 法定財務諸表

○認可法人

農水産業協同組合貯金保険
機構

（一般勘定） 286,399 286,099 300 300 75 25.00% 75 75 法定財務諸表

○独立行政法人

農林水産消費安全技術セン
タ－

12,589 3,193 9,396 10,385 10,385 100.00% 9,396 9,396 法定財務諸表

種苗管理センタ－ 10,287 906 9,380 9,701 9,701 100.00% 9,380 9,380 法定財務諸表

家畜改良センタ－ 47,433 5,712 41,720 48,227 48,227 100.00% 41,720 41,720 法定財務諸表

水産大学校 14,635 1,544 13,091 9,458 9,458 100.00% 13,091 13,091 法定財務諸表

農業・食品産業技術総合研
究機構

（農業技術研究業務勘定） 271,770 19,384 252,385 261,512 261,512 100.00% 252,385 252,385 法定財務諸表

（基礎的研究業務勘定） 2,973 2,896 77 1,506 1,506 100.00% 77 77 法定財務諸表

（農業機械化促進事業勘
定）

15,343 797 14,545 15,298 15,129 98.89% 14,385 14,385 法定財務諸表

農業生物資源研究所 37,054 5,000 32,053 40,319 40,319 100.00% 32,053 32,053 法定財務諸表

農業環境技術研究所 33,699 1,642 32,056 34,353 34,353 100.00% 32,056 32,056 法定財務諸表

国際農林水産業研究センタ
－

9,204 1,341 7,862 8,470 8,470 100.00% 7,862 7,862 法定財務諸表

森林総合研究所

（研究・育種勘定） 47,819 2,976 44,842 49,587 49,587 100.00% 44,842 44,842 法定財務諸表

（特定地域整備等勘定） 398,558 391,090 7,467 2,324 2,324 100.00% 7,467 7,467 法定財務諸表

（水源林勘定） 892,675 194,018 698,656 654,403 620,252 94.78% 662,196 662,196 法定財務諸表

水産総合研究センタ－

（試験研究・技術開発勘
定）

62,895 12,481 50,414 57,815 57,815 100.00% 50,414 50,414 法定財務諸表

（海洋水産資源開発勘定） 3,599 1,201 2,397 2,380 2,380 100.00% 2,397 2,397 法定財務諸表

農畜産業振興機構

（畜産勘定） 242,728 211,888 30,839 29,966 29,966 100.00% 30,839 30,839 法定財務諸表

（野菜勘定） 100,694 100,401 293 293 293 100.00% 293 293 法定財務諸表

（肉用子牛勘定） 633 304 328 328 328 100.00% 328 328 法定財務諸表

（債務保証勘定） 382 1 380 371 371 100.00% 380 380 法定財務諸表

農林漁業信用基金

（農業信用保険勘定） 105,996 8,641 97,355 80,147 59,909 74.75% 72,771 72,771 法定財務諸表

（林業信用保証勘定） 138,531 77,955 60,575 59,834 52,601 87.91% 53,253 53,253 法定財務諸表

（漁業信用保険勘定） 75,236 10,556 64,679 64,412 61,544 95.55% 61,799 61,799 法定財務諸表

（農業災害補償関係勘定） 7,715 139 7,576 5,600 3,800 67.86% 5,141 5,141 法定財務諸表

（漁業災害補償関係勘定） 6,085 75 6,009 5,820 2,860 49.13% 2,952 2,952 法定財務諸表

合計 6,722,072 3,832,325 2,889,746 1,783,145 1,595,374 2,693,480 2,693,480

(単位：百万円）

 

 

(単位：百万円）

出資先
一般会計
からの

出資累計額

貸借対照表
計上額

強制評価減
実施累計額

強制評価減実施年度

○独立行政法人

農業・食品産業技術総合研究
機構（基礎的研究業務勘定）

1,506 77 1,429
平成16年度、17年度、18年度
及び19年度

合計 1,506 77 1,429

（注）以下の出資金については、過年度において強制評価減を実施している。
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(2) 負債項目の明細 

① 未払金の明細 

内容 相手先 本年度末残高

補助率差額 地方公共団体 20,623

児童手当 職員 93

公務災害補償費 個人 11

農業近代化資金利子補給金 農林中央金庫 325

合計 21,054

（単位：百万円）

 

   

② 独立行政法人農業者年金基金の借入金償還に係る負担金の明細 

相手先 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高

農業者年金基金 364,720 83,100 62,340 385,480

合計 364,720 83,100 62,340 385,480

（単位：百万円）

 

 

③ 退職給付引当金の明細 

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 212,678 14,072 10,577 209,184

整理資源に係る引当金 127,534 9,908 6,933 124,560

国家公務員災害補償年金に係
る引当金

3,881 60 81 3,903

合計 344,095 24,040 17,593 337,647

（単位：百万円）

 

 

④ その他の債務等の明細 

債務の種類 相手先 本年度末残高

特定国有財産整備特別会計への
未渡不動産

特定国有財産整備特別会計 131

リース債務 民間企業 2,528

合計 2,659

（単位：百万円）
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２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 組織別の業務費用の明細 

農林水産本省
農林水産本省
検査指導機関

農林水産
技術会議

地方農政局
北海道

農政事務所

人件費 47,602 9,061 1,672 63,542 3,102

賞与引当金繰入額 2,072 661 64 6,178 325

退職給付引当金繰入額 14,129 - - 293 -

補助金等 1,176,858 - 4,596 - -

委託費 12,455 - 18,603 - -

交付金 112,320 - - - -

分担金 429 - - - -

拠出金 2,288 - - - -

補給金 21,031 - - - -

独立行政法人運営費交付金 26,497 - 60,426 - -

食料安定供給特別会計への繰入 258,563 - - - -

農業共済再保険特別会計への繰入 54,206 - - - -

国有林野事業特別会計への繰入 - - - - -

漁船再保険及び漁業共済保険特別会
計への繰入

- - - - -

庁費等 9,664 3,610 2,565 2,823 185

その他の経費 3,970 252 99 150 5

減価償却費 275,572 1,643 1,153 3,161 177

貸倒引当金繰入額 5 - - - -

資産処分損益 4,911 62 △ 1 822 137

本年度業務費用合計 2,022,580 15,292 89,181 76,973 3,933

林野庁 水産庁 合計

人件費 4,225 6,572 135,779

賞与引当金繰入額 266 502 10,071

退職給付引当金繰入額 160 - 14,583

補助金等 363,696 199,913 1,745,065

委託費 3,206 4,858 39,124

交付金 3,983 7,348 123,652

分担金 - - 429

拠出金 - - 2,288

補給金 97 - 21,128

独立行政法人運営費交付金 10,124 18,697 115,745

食料安定供給特別会計への繰入 - - 258,563

農業共済再保険特別会計への繰入 - - 54,206

国有林野事業特別会計への繰入 204,301 - 204,301

漁船再保険及び漁業共済保険特別会
計への繰入

- 14,223 14,223

庁費等 10,644 12,490 41,984

その他の経費 255 585 5,319

減価償却費 130 43,690 325,530

貸倒引当金繰入額 - - 5

資産処分損益 1 2,312 8,246

本年度業務費用合計 601,093 311,195 3,120,251

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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(2) 補助金等の明細 

名称 相手先 金額 支出目的

森林整備加速化・林業再生
事業費補助金

地方公共団体 123,844
間伐、路網、間伐材のフル活用、地域木材・
木質バイオマスの利用を地域で一体的に進め
るために要する経費の補助

水産業振興事業費補助金 民間団体等 56,364 水産業振興対策に必要な経費

治山事業費補助 地方公共団体 50,375
地方公共団体が施行する山地治山事業、防災
林整備事業、水源地域整備事業等に必要な事
業費の補助

経営体育成基盤整備事業費
補助

地方公共団体 50,115
経営体育成基盤整備事業に要する経費等を補
助

国産農畜産物競争力強化対
策事業費補助金

全国新技術導入支援協
議会他

49,874
国産農畜産物の生産コストの低減、品質の改
善、需要に応じた安定的な供給等を図るため
の経費

農地等整備・保全推進事業
費補助金

北海道土地改良事業団
体連合会他民間団体

40,968

良好な営農条件を備えた農地の利用集積の促
進を図るための農地等情報整備活用事業、農
地に対する安定的な用水供給機能及び排水条
件の確保を図るための土地改良施設等活用支
援事業に要する経費の民間団体に対する補助
に要する経費

水産物供給基盤整備事業費
補助

地方公共団体 39,666
地方公共団体等が行う水産物供給基盤整備事
業、漁村総合整備事業等に要する事業費

水源林造成等事業費補助 （独）森林総合研究所 32,915
（独）森林総合研究所が施行する水源林造成
事業に要する経費等の補助

水産基盤整備事業費補助 地方公共団体 28,114
地方公共団体等が行う海岸事業、水産基盤整
備事業等に要する事業費

農地防災事業費補助 地方公共団体 29,170
地方公共団体が施工するため池等整備事業に
必要な事業費の一部補助等

森林居住環境整備事業費補
助

地方公共団体　他 26,623

居住地周辺の森林、山村地域の定住基盤、森
林整備の基礎となり生活環境の改善にも資す
る骨格的な林道等の整備を総合的に実施する
ことにより森林を基軸とした居住環境の整備
を推進するために要する経費等の補助

森林環境保全整備事業費補
助

地方公共団体 25,035

重視すべき機能に応じた森林計画を計画的に
推進することにより、森林の有する多面的機
能の維持・増進を図り、森林環境の保全に資
するために要する経費等の補助

中山間総合整備事業費補助 地方公共団体 24,189
地方公共団体が施行する中山間総合整備事業
に必要な事業費の一部補助等

かんがい排水事業費補助 地方公共団体 24,170
地方公共団体が施行する堰堤工事、用排水路
工事等のかんがい排水事業に必要な事業費の
一部補助等

農村振興整備事業費補助 地方公共団体 20,078
地方公共団体が施行する農村振興整備事業に
必要な事業費の一部補助等

畑地帯総合農地整備事業費
補助

地方公共団体 17,585
地方公共団体が施行する畑地帯総合整備事業
に必要な事業費の一部補助等

水産基盤整備事業費補助 北海道 16,544
北海道が行う水産物供給基盤整備事業、漁村
総合整備事業等に要する事業費

農道整備事業費補助 地方公共団体 16,107
地方公共団体が施行する農道整備事業に必要
な事業費の一部補助等

農業生産基盤整備・保全事
業費補助

沖縄県 15,747
沖縄県が施行する農業生産基盤整備・保全事
業に必要な経費の一部補助

畑地帯総合農地整備事業費
補助

北海道 15,529
北海道が施行する畑地帯総合農地整備事業に
要する事業費の一部補助に要する経費

担い手育成・確保対策整備
費補助金

ふらの地域担い手育成
総合支援協議会 他

14,134

地域農業の構造改革の方向性を取りまとめた
地域構造改革プロジェクト整備計画を作成し
た地区（構造改革重点地区）において､認定
農業者等担い手が融資を主体とした農業用機
械・施設等の導入を行う場合の自己負担とな
る融資残額への助成等

経営体育成基盤整備事業費
補助

北海道 13,990
北海道が施行する経営体育成基盤整備事業の
一部補助に要する経費

牛肉等関税財源飼料対策費
補助金

（社）配合飼料供給安
定機構　他

12,856
牛肉等関税財源収入等を財源として、肉用牛
生産の合理化等にに資するための経費

林業・木材産業等振興事業
費補助金

民間団体 12,829
林業担い手育成対策強化事業及び新生産シス
テム推進対策事業のために要する経費等の補
助

農林漁業団体職員共済組合
年金給付費補助金

農林漁業団体職員共済
組合

12,710

昭和36年4月以前に農林漁業団体職員共済組
合員であった期間を要する者に対して支給す
る特例老齢農林年金給付等のために要する費
用の一部補助

（単位：百万円）

＜補助金＞

 



- 130 - 

 

名称 相手先 金額 支出目的

担い手育成・確保対策事業
費補助金

全国農業会議所　他 12,444

食料・農業・農村基本法に基づき、経営感覚
に優れた「効率的かつ安定的な農業経営」を
育成し、これらの農業経営が農業生産の相当
部分を担う農業構造を確立するため、新規就
農者の確保・育成、女性・高齢者の活動支
援、農地の利用集積の推進等の施策の総合的
かつ一体的な推進に要する経費に対する補助

水産資源環境整備事業費補
助

地方公共団体 11,841
地方公共団体が施行する水産資源環境整備事
業のために要する経費の補助

農業経営金融支援対策費補
助金

全国農業会議所　他 11,718
全国農業会議所の行う利子助成金交付事業等
に要する経費の補助

バイオマス利用等対策事業
費補助金

特定非営利活動法人日
本プロ農業総合支援機
構　他

11,682 バイオマス利用等対策に必要な経費

特定中山間保全等整備事業
費補助金

（独）森林総合研究所 11,563
独立行政法人森林総合研究所が施行する特定
中山間保全等整備事業に要する事業費の一部
補助に要する経費

後進地域特例法適用団体補
助率差額

北海道 11,178

「後進地域の開発に関する公共事業に係る国
の負担割合の特例に関する法律」に基づき、
平成20年度において適用団体が施行した開発
指定事業に対する補助率引上差額の補助に要
する経費

諸土地改良事業費補助
全国土地改良事業団体
連合会　他

9,988
地方公共団体等が施行する諸土地改良事業に
必要な事業費の一部補助

農業生産基盤整備・保全事
業費補助

（独）水資源機構 9,952

（独）水資源機構が建設及び管理する水資源
開発施設等のうち農業生産基盤整備・保全事
業の負担に係る部分に関する事業費の一部補
助に要する経費

漁村総合整備事業費補助 地方公共団体 9,452
地方公共団体等が行う水産物供給基盤整備事
業、漁村総合整備事業等に要する事業費

野菜価格安定対策費補助金
（独）農畜産業振興機
構

9,362
国産農畜産物の生産コストの低減、品質の改
善、需要に応じた安定的な供給等を図るため
の経費

農業集落排水事業費補助 地方公共団体 8,794
地方公共団体が施行する農業集落排水事業に
必要な事業費の一部補助等

土地改良施設管理費補助
全国土地改良事業団体
連合会　他

8,079
地方公共団体等が施行する土地改良施設維持
管理適正化事業に要する事業費の一部補助

農村環境保全対策事業費補
助

地方公共団体 7,193
地方公共団体が施工する総合農地防災事業に
必要な事業費の一部補助等

農業用施設災害復旧事業費
補助

地方公共団体 6,941

平成20年以前及び平成21年の発生に係る台
風、豪雨等による農地、農業用施設、海岸保
全施設等の被害を復旧するため地方公共団体
等が施行する災害復旧事業等の事業費の一部
補助に要する経費

農地保全事業費補助 地方公共団体 6,781
地方公共団体が施行する地すべり対策事業に
必要な事業費の一部補助等

農業生産基盤整備・保全事
業費補助

地方公共団体 6,510
「離島振興法」に基づき指定された離島にお
いて、地方公共団体が施行する農村整備事業
に必要な事業費の一部補助等

水産基盤整備事業費補助 沖縄県 6,206
沖縄県が施行する水産基盤整備事業のために
要する経費の補助

治山事業費補助 北海道 5,929
北海道が施行する治山事業及び森林環境保全
整備事業、森林居住環境整備事業のために要
する経費の補助

緊急食糧支援事業費補助金
（社）国際農林業協働
協会

5,908
緊急食糧支援のための事業に要する経費を補
助

森林環境保全整備事業費補
助

北海道 5,093
北海道が施行する治山事業及び森林環境保全
整備事業、森林居住環境整備事業のために要
する経費の補助

農林漁業用揮発油税財源身
替農道整備事業費補助

地方公共団体 5,064
地方公共団体が施行する農林漁業用揮発油税
財源身替農道整備事業に必要な事業費の一部
補助等

地すべり防止事業費補助 地方公共団体 4,791
「地すべり等防止法」に基づく、地方公共団
体が施行する地すべり防止事業に必要な事業
費の補助

林道施設災害復旧事業費補
助

地方公共団体 4,589
地方公共団体等が施行し、管理している林道
施設が被災した場合の復旧事業のために要す
る経費の補助

災害関連緊急治山等事業費
補助

地方公共団体 4,252

民有林野において災害により新たに発生又は
拡大した荒廃産地、雪崩発生又は地すべり地
を緊急に復旧整備する事業のために要する経
費の補助

（単位：百万円）
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名称 相手先 金額 支出目的

後進地域特例法適用団体補
助率差額

地方公共団体 4,034
後進地域開発特例法に基づき、公共事業経費
にかかる国の負担又は補助の割合の引き上げ
のため

農地災害復旧事業費補助 地方公共団体 3,872 農業施設災害復旧事業に必要な経費

後進地域特例法適用団体補
助率差額

地方公共団体 3,700
後進地域開発特例法に基づき、公共事業経費
にかかる国の負担又は補助の割合の引き上げ
のため

食品産業競争力強化対策事
業費補助金

（社）食品需給研究セ
ンター　他

3,525
食品産業競争力強化対策のための事業に要す
る経費を補助

国産農畜産物競争力強化対
策整備費補助金

全国農業協同組合連合
会　他

3,225 国産農畜産物の競争力強化対策に必要な経費

海岸保全施設整備事業費補
助

地方公共団体 3,098
地方公共団体が施行する海岸堤防等の新設、
改良及び補修、養浜工事等に必要な事業費の
一部補助に要する経費

水産物安定供給対策事業費
補助金

民間団体 3,007 水産物安定供給対策に必要な経費

独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構施設整
備費補助金

（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

2,989
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構施設整備に必要な経費

農村振興対策事業費補助金
（社）農村環境整備セ
ンター　他

2,975 農村振興対策に必要な経費

飼料穀物備蓄対策費補助金
備蓄飼料穀物保管協議
会他

2,893
国産農畜産物の生産コストの低減、品質の改
善、需要に応じた安定的な供給等を図るため
の経費

食の安全・消費者の信頼確
保対策事業費補助金

（社）中央畜産会　他 2,887 家畜衛生対策等に必要な事業に要する経費

独立行政法人水産総合研究
センター施設整備費補助金

（独）水産総合研究セ
ンター

2,685
独立行政法人水産総合研究センター施設整備
に必要な経費

森林整備・保全費補助金 民間団体 2,649
花粉の少ない森林づくり対策事業に要する経
費等を補助

中山間総合整備事業費補助 北海道 2,452
北海道が施行する中山間総合整備事業に要す
る事業費の一部補助に要する経費

かんがい排水事業費補助 北海道 2,156
北海道が施行するかんがい排水事業に要する
事業費の一部補助

成果重視事業バイオ燃料技
術実証事業費補助金

民間団体 2,137
成果重視事業として行うバイオ燃料技術実証
事業に要する経費の民間団体等に対する補助
に要する経費

農道整備事業費補助 北海道 2,104
北海道が施行する農道整備事業に要する事業
費の一部補助

農村整備事業費補助 地方公共団体 2,014
「離島振興法」に基づき指定された離島にお
いて、地方公共団体が施行する農業集落排水
事業に必要な事業費の一部補助等

沖縄糖業振興対策補助金 沖縄県 1,814
糖業者の経営安定を図るための分みつ気象災
害等影響緩和対策事業等に要する経費

独立行政法人水産総合研究
センター船舶建造費補助金

（独）水産総合研究セ
ンター

1,781
独立行政法人水産総合研究センター船舶建造
に必要な経費

特例付加年金助成補助金 （独）農業者年金基金 1,758
特例付加年金の給付に要する費用に充てるた
め、被保険者ごとの当該年度の納付下限額と
特例保険料との差額の補助

治山事業費補助 地方公共団体 1,705

「離島振興法」に基づき指定された離島にお
いて地方公共団体等が施行する治山事業及び
森林環境保全整備事業、森林居住環境整備事
業のために要する経費等の補助

その他（注） 51,179

農業者年金給付費等負担金 （独）農業者年金基金 123,162
旧制度の年金給付等に要する費用の額及び借
入金の利子に相当する額を負担（但し、借入
金に相当する額を除く）

農業共済事業事務費負担金
各都道府県農業共済組
合連合会等

45,585
農業共済組合連合会及び農業共済組合等が農
業共済事業を行うための事務費を負担

家畜伝染病予防費負担金
地方公共団体（都道府
県）

1,049

家畜伝染病予防法に基づいて、家畜の伝染病
の発生を予防し、まん延を防止するため、都
道府県が実施した検査、薬浴、投薬、患畜の
殺処分等に要する経費を負担する。

都道府県農業会議会議員手
当等負担金

地方公共団体（都道府
県）

560
都道府県農業会議が農地法に基づく法令業務
を処理するために必要な経費であって会議員
手当及び職員設置費に要するもの

（単位：百万円）

＜負担金＞
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名称 相手先 金額 支出目的

水田農業構造改革交付金
都道府県水田農業推進
協議会他

228,638
国産農畜産物の生産コストの低減、品質の改
善、需要に応じた安定的な供給等を図るため
等に要する経費

農山漁村活性化対策整備交
付金

地方公共団体　他 39,955

定住等及び地域間交流の促進による農山漁村
の活性化に関する計画に基づく事業に要する
経費に充てるための地方公共団体等に対する
交付金に要する経費

地域再生基盤強化交付金 地方公共団体 38,664
「地域再生法」の規定による経済基盤の強化
及び生活環境の整備に要する経費に充てるた
めの地方公共団体に対する交付金。

農業・食品産業強化対策整
備交付金

地方公共団体 37,792
生産から流通までの総合的な強い農業づくり
の支援に要する経費

農地・水・環境保全向上対
策交付金

北海道農地・水・環境
保全向上対策協議会
他

27,690

農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図
るため、地域ぐるみで保全効果の高い共同活
動及び地域の環境負荷を低減する先進的な営
農活動に対する支援等に要する経費

森林整備・林業等振興施設
整備交付金

地方公共団体 23,508
森林整備の推進、森林の多様な利用・緑化の
推進、望ましい林業構造の確立、特用林産の
振興等に必要な交付金

中山間地域等直接支払交付
金

地方公共団体 23,442
中山間地域等における農業者等に対する直接
支払いの実施に要する経費の地方公共団体等
に対する交付に要する経費

耕作放棄地再生利用緊急対
策交付金

北海道耕作放棄地対策
協議会　他

20,508
優良農地の確保・保全を図るための耕作放棄
地再生利用等支援事業に要する経費の都道府
県耕作放棄地対策協議会等に対する交付等

担い手経営革新促進交付金
北海道担い手育成総合
支援協議会　他

13,613

水田・畑作経営所得安定対策に加入する認定
農業者、集落営農の経営発展を促進するた
め､新技術の導入による経営革新や規模拡大､
米の生産調整強化、先進的な小麦等産地の品
質向上の取組､農外からの新規参入に必要な
経費の交付

水産業強化対策施設整備交
付金

地方公共団体 9,219 水産業強化対策施設整備に必要な経費

森林整備地域活動支援交付
金

地方公共団体 8,534
森林所有者等による森林施業の実施に不可欠
な森林の現況調査等の地域活動を確保するた
めに必要な交付金

その他（注） 26,537

森林整備活性化資金利子補
給金

（独）農林漁業信用基
金

162
森林活性化資金に要する資金に充てるための
長期借入金に係る利子の補給を（独）農林漁
業信用基金に行うため

農業近代化資金利子補給金 農林中央金庫 4

農業経営の近代化を図る農業者等に対し、低
利の施設資金等を円滑に融通するため、農林
中央金庫が貸し付けた農業近代化資金に対す
る利子補給

試験研究調査委託費 地方公共団体　他 922 指定試験事業に要する経費
合計 1,745,065 　

（単位：百万円）

（注）金額が僅少なものについては、その他として計上している。その他は、総額の概ね5％となるように表記し
ている。

＜交付金＞

＜補給金＞

＜委託費＞
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(3) 委託費の明細 

名称 相手先 金額 支出目的

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構　他

6,438
新たな農林水産政策を推進する実用技術開発
事業

農林漁業センサス実施委託
費											

地方公共団体 5,036 2010年世界農林業センサス実施のため

試験研究調査委託費
（独）農業生物資源研
究所　他

3,956 新農業展開ゲノムプロジェクト

漁業資源調査等委託費
（独）水産総合研究セ
ンター　他

3,213 水産物安定供給対策に必要な経費

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

1,963
地域活性化のためのバイオマス利用技術の開
発

農林水産政策調査等委託費 (株)電通　他 1,683
食料自給率向上のための広報事業を実施する
ための経費

林業・木材産業等振興調査
等委託費

（独）森林総合研究所
他

1,349
森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
等について委託するため

水産物安定供給対策事業委
託費

（独）水産総合研究セ
ンター　他

1,232 水産物安定供給対策に必要な経費

試験研究調査委託費
（独）農業生物資源研
究所

696
農林水産生物ゲノム情報統合データベースの
構築

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構　他

690
鳥インフルエンザ、BSE等の高精度かつ効率
的なリスク管理技術の開発

農林水産物・食品輸出促進
対策調査等委託費

(株)近鉄エクスプレス
販売　他

689 日本産農林水産物等の輸出の取組を委託

食育推進事業委託費 （株）電通 603
にっぽん食育推進委託事業（食品産業連携朝
ごはん推進事業）を委託

試験研究調査委託費
（独）農業環境技術研
究所　他

535
生産・流通・加工工程における体系的な危害
要因の特性解明とリスク低減技術の開発

森林計画推進委託費
（独）森林総合研究所
他

522
森林計画制度の適正運営のための調査、森林
による二酸化炭素吸収量の算定・報告、スギ
花粉発生源調査等を委託するため

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

508 粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

477
担い手の育成に資するＩＴ等を活用した新し
い生産システムの開発

試験研究調査委託費
（独）農業環境技術研
究所　他

445
地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と
緩和及び適応技術の開発

試験研究調査委託費
（独）農業生物資源研
究所

437 アグリ・ゲノム研究の総合的な推進

食の安全・消費者の信頼確
保対策調査等委託費

（社）日本食肉格付協
会　他

417

消費・安全対策調査等事業委託費
牛肉トレーサビリティ業務委託事業
（ＤＮＡ鑑定照合用サンプル採取、ＤＮＡ鑑
定及び照合用サンプル保管）

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

411
低コストで質の良い加工・業務用農産物の安
定供給技術の開発

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構　他

395
生物の光応答メカニズムの解明と高度利用技
術の開発

試験研究調査委託費
（独）森林総合研究所
他

375
地球環境研究総合推進費による研究開発のた
め

農林水産統計調査等委託費											
（財）リモート・セン
シング技術センター

374
水稲作付面積調査における衛星画像活用事業
のため

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

329
食品・農産物の表示の信頼性確保と機能性解
析のための基盤技術の開発

保安林整備事業委託費 地方公共団体 306
保安林指定・解除調査、指定施業要件変更調
査、特定保安林選定調査、損失補償評価調
査、保安林適正管理調査等の委託のため

地方元気再生推進調査委託
費

紅の花ふる里再生協議
会　他

304

持続可能な地方再生の取り組みを抜本的に進
めるため、地域住民や団体が取り組む地域固
有の実情に即した先導的な活動等の支援に要
する経費

農地等整備・保全推進調査
等地方公共団体委託費

地方公共団体 294
有明海特産魚介類生息環境調査委託事業に要
する経費等

地方元気再生推進調査委託
費

民間団体等 284 地方元気再生推進に係る調査委託費

試験研究調査委託費
（独）農業環境技術研
究所　他

218
農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法
の開発

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

208
地域内資源を循環利用する省資源型農業確立
のための研究開発

森林病害虫等防除事業地方
公共団体委託費

地方公共団体 184 森林病害虫等の防除措置を委託するため

試験研究調査委託費
（独）森林総合研究所
他

162
地球環境保全等試験研究費による研究開発の
ため

（単位：百万円）
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名称 相手先 金額 支出目的

試験研究調査委託費
（独）水産総合研究セ
ンター　他

161
環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御
技術の開発

食の安全・消費者の信頼確
保対策調査等委託費

東京海上日動リスクコ
ンサルティング（株）
他

160
消費・安全対策調査等事業委託費
食への信頼向上活動促進事業委託費

試験研究調査委託費
（独）水産総合研究セ
ンター

151 ウナギ種苗生産技術の開発

試験研究調査委託費
（独）農業・食品産業
技術総合研究機構

150
食品素材のナノスケール加工及び評価技術の
開発

地方元気再生推進調査委託
費

地方公共団体　他 147
地方の元気再生事業の実施を推進する調査を
委託するため

農業生産振興調査等委託費
独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機
構　他

129
登録品種の標本・DNA保存等委託事業のうち
登録品種の標本・DNAの保存事業等に要する
経費

水産業振興事業委託費
（独）水産総合研究セ
ンター　他

119 水産業振興対策に必要な経費

試験研究調査委託費
（独）農業環境技術研
究所

107
土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析
技術の開発

農林水産物・食品輸出促進
対策調査等委託費

特定非営利活動法人日
本食レストラン海外普
及推進機構

107 海外日本食優良店調査･支援事業を委託

食の安全・消費者の信頼確
保対策調査等委託費

（株）京都動物検査セ
ンター 他

102

生産資材安全確保調査・試験事業委託費
動物用医薬品安全性確保強化実態調査費
動物用医薬品の毒性試験委託事業
動物用医薬品の使用基準・休薬期間設定のた
めの残留性試験委託事業

農林水産政策研究調査委託
費

東京大学 他 98 平成２１年度農林水産政策科学研究委託事業

食の安全・消費者の信頼確
保対策調査等委託費

（株）三菱総合研究所 94
消費・安全対策調査等事業委託費
食品表示適正化対策事業委託費

森林整備・保全調査等委託
費

（独）森林総合研究所
他

90
遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等の開
発調査及び「世界遺産の森林」保全推進に係
る調査等を委託するため

森林計画推進地方公共団体
委託費

委託費 88
森林施業計画の認定に係る現況調査等を委託
するため

食の安全・消費者の信頼確
保対策調査等委託費

（財）化学及血清療法
研究所　他

88

消費・安全対策調査等事業委託費
家畜伝染病早期診断体制整備事業委託費
（鳥インフルエンザ診断用抗原及び指示血清
の製造・配布、家畜衛生菌株ライブラリー化
事業、アナプラズマ病診断用補体結合反応抗
原の製造）

農林水産統計調査等委託費											（財）農林統計協会 88 内水面漁業生産統計調査業務のため

食の安全・消費者の信頼確
保対策調査等委託費

（社）日本水産資源保
護協会　他

83

消費・安全対策調査等事業委託費
養殖衛生対策推進事業委託費
（養殖衛生対策の推進、養殖衛生管理問題へ
の調査・研究）

食育推進事業委託費
（株）アサツー
ディ・ケイ

81
にっぽん食育推進委託事業（次世代米消費育
成事業）を委託

政府開発援助国際協力推進
調査等委託費

(独)国際農林水産業研
究センター　他

80
世界の食料安全保障の確保に向けた取組等を
委託

農林水産政策調査等委託費 (株)電通 80
国産食料品等の購入にポイントを付与する仕
組みを実証するための経費

食育推進事業委託費
（株）ＮＨＫプロモー
ション

79

にっぽん食育推進事業
多様な媒体を活用した普及・啓発事業
（ポスター、新聞及び雑誌広告、Ｗｅｂサイ
トを活用したバナー広告等による「食事バラ
ンスガイド」及びその実践週間に関する情報
の発信、「食事バランスガイド」実践週間の
推進及び「食事バランスガイド」の認知度・
参考度等の把握のための調査・分析の実施の
取組）

その他（注） 2,082

合計 39,124

（単位：百万円）

（注）金額が僅少なものについては、その他として計上している。その他は、総額の概ね5％となるように表記し
ている。  
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(4) 交付金の明細 

名称 相手先 金額 支出目的

牛肉等関税財源畜産業振興
対策交付金

（独）農畜産業振興機
構

56,562
牛肉等関税収入等を財源とし、肉用牛生産の
合理化等に資するため等に要する経費

農畜産業振興対策交付金
（独）農畜産業振興機
構

46,065
国産農畜産物の生産コストの低減、品質の改
善、需要に応じた安定的な供給等を図るため
等に要する経費

漁業信用保険事業交付金
（独）農林漁業信用基
金

7,295 水産業振興対策に必要な経費

甘味資源作物・国内産糖調
整交付金

（独）農畜産業振興機
構

7,030
国産農畜産物の生産コストの低減、品質の改
善、需要に応じた安定的な供給等を図るため
等に要する経費

林業信用保証事業交付金
（独）農林漁業信用基
金

3,277
（独）農林漁業信用基金の行う林業信用保証
業務に要する経費を交付するため

農畜産業振興対策交付金
独立行政法人農畜産業
振興機構

1,800 学校給食用牛乳供給事業に要する経費

農業信用保険事業交付金
（独）農林漁業信用基
金

770
農業者に対する農業関係資金の円滑な融通を
支援するため（独）農林漁業信用基金の農業
信用保険基盤の強化を図る

幹線林道事業移行円滑化対
策交付金

（独）森林総合研究所 706
旧緑資源機構の幹線林道事業に係る債権債務
の管理等に必要な交付金

農地調整費交付金 北海道　他 90

農事調停、農地転用許可条件履行状況調査、
農地取引等調査、農地等利用関係紛争処理、
草地利用権の設定、農地等訴訟等に係る事務
処理費を交付

漁業共済再共済金支払資金
借入金利子交付金

全国漁業共済組合連合
会

53 水産業振興対策に必要な経費

合計 123,652

（単位：百万円）

 

 

(5) 分担金の明細 

名称 相手先 金額 支出目的

国際捕鯨委員会等分担金 国際捕鯨委員会　他 429
加盟国際機関において定める条約、規則等に
基づく分担金

合計 429

（単位：百万円）

 

   

(6) 拠出金の明細 

名称 相手先 金額 支出目的

政府開発援助国際連合食糧
農業機関等拠出金　等

国際連合食糧農業機関
他

2,288
国際機関と連携した農林水産業支援に対する
拠出

合計 2,288

（単位：百万円）

 

 

(7) 補給金の明細 

名称 相手先 金額 支出目的

株式会社日本政策金融公庫
補給金

㈱日本政策金融公庫 20,972
(株)日本政策金融公庫の農林水産業者向け業
務の円滑な運営に資するため

水源林造成事業補給金 (独)森林総合研究所 97
（独）森林総合研究所の水源林造成事業にお
ける借入金に係る利息の一部を補給するため

農地売渡業務等円滑化対策
補給金

(独)農業者年金基金 58
（独）農業者年金基金が行う農地等の売渡し
及び融資の業務の円滑な運営に資するため

合計 21,128

（単位：百万円）
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(8) 独立行政法人運営費交付金の明細 

相手先 金額 支出目的

農業・食品産業技術総合研究機構 48,147
「独立行政法人通則法」第46条の規定により、独立行政法人の業務
の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部の交付

水産総合研究センター 16,655 同上

森林総合研究所 10,124 同上

家畜改良センター 8,160 同上

農林水産消費安全技術センター 7,543 同上

農業生物資源研究所 7,209 同上

農業者年金基金 3,790 同上

国際農林水産業研究センター 3,755 同上

農業環境技術研究所 3,154 同上

種苗管理センター 2,939 同上

農畜産業振興機構 2,221 同上

水産大学校 2,042 同上

合計 115,745

（単位：百万円）
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３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の財源の明細 

款 項 相手先 金額

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 職員　等 658

国有財産利用収入 国有財産使用収入 2

納付金 日本中央競馬会納付金 日本中央競馬会 262,748

諸収入 特別会計受入金 食料安定供給特別会計 21,197

諸収入 公共事業費負担金 地方公共団体 61,316

諸収入 許可及手数料 1

諸収入 受託調査試験及役務収入 1,134

諸収入 懲罰及没収金 22

諸収入 弁償及返納金 39,017

諸収入 雑入 3,139

合計 389,239

（単位：百万円）

 

 

(2) 無償所管換等の明細 

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

資産の無償所管換等
（受）

財務省及び国土交通省（特
定国有財産整備特別会計）

244 その他の債権等
特定国有財産整備計画に基づく
前渡不動産

国土交通省（社会資本整備
事業特別会計）

2 土地 所管の変更

国土交通省（一般会計） 20 建物 所管の変更

国土交通省（社会資本整備
事業特別会計）

18 建物 所管の変更

国土交通省（一般会計） 2 工作物 所管の変更

国土交通省（社会資本整備
事業特別会計）

7 工作物 所管の変更

農林水産省（食料安定供給
特別会計）

1,740 公共用財産用地 工事完了に伴う引渡

農林水産省（食料安定供給
特別会計）

76,421 公共用財産施設 工事完了に伴う引渡

都道府県等 44,959 公共用財産施設
公共用財産取得に係る都道府県
等負担額

133 建物 報告洩

103 工作物 報告洩

20 工作物 用途の変更

0 土地 新規搭載

47 立木竹 新規搭載

3 建物 新規搭載

2 工作物 新規搭載

小計 123,730

資産の無償所管換等
（渡）

財務省（一般会計） △ 136 現金・預金 出資金相当額の所管変更

財務省（一般会計） △ 1,398 土地 用途廃止等

法務省（一般会計） △ 32 土地 所管の変更

国土交通省（一般会計） △ 22 土地 所管の変更

（単位：百万円）
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区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

資産の無償所管換等
（渡）

財務省及び国土交通省（特
定国有財産整備特別会計）

△ 458 土地
特定国有財産整備計画による新
築

財務省（一般会計） △ 0 立木竹 用途廃止等

国土交通省（一般会計） △ 2 立木竹 所管の変更

財務省及び国土交通省（特
定国有財産整備特別会計）

△ 0 立木竹
特定国有財産整備計画による新
築

財務省（一般会計） △ 566 建物 用途廃止等

法務省（一般会計） △ 23 建物 所管の変更

国土交通省（一般会計） △ 13 建物 所管の変更

国土交通省（社会資本整備
事業特別会計）

△ 6 建物 所管の変更

財務省及び国土交通省（特
定国有財産整備特別会計）

△ 7 建物
特定国有財産整備計画による新
築

財務省（一般会計） △ 246 工作物 用途廃止等

法務省（一般会計） △ 4 工作物 所管の変更

国土交通省（一般会計） △ 4 工作物 所管の変更

国土交通省（社会資本整備
事業特別会計）

△ 0 工作物 所管の変更

財務省及び国土交通省（特
定国有財産整備特別会計）

△ 6 工作物
特定国有財産整備計画による新
築

厚生労働省（一般会計） △ 0 工作物 所管の変更

農林水産省（国有林野事業
特別会計）

△ 1,396 建設仮勘定 災害復旧

農林水産省（食料安定供給
特別会計）

△ 0
無形固定資産
（電話加入権）

所属の変更

財務省及び国土交通省（特
定国有財産整備特別会計）

16 その他の債務等
特定国有財産整備計画に基づく
未渡不動産

△ 0 土地 報告洩

小計 △ 4,312

実測と帳簿の差額
（減）

△ 2 建物 実測による減

小計 △ 2

誤謬訂正等（増） 116 土地 誤謬訂正等による増

89 建物 誤謬訂正等による増

小計 205

誤謬訂正等（減） △ 0 立木竹 誤謬訂正等による減

△ 6 工作物 誤謬訂正等による減

△ 0 船舶 誤謬訂正等による減

△ 3,573 公共用財産施設 誤謬訂正等による減

△ 253 建設仮勘定 誤謬訂正等による減

△ 3 電話加入権 誤謬訂正等による減

小計 △ 3,837

その他
△ 3,010 退職給付引当金

退職給付引当金算定において適
用する割引率等の変更に伴う差
額

小計 △ 3,010

112,772

（単位：百万円）

合計
 

 

 

(3) 資産評価差額の明細 

区分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

出資金

（市場価格のないもの） △ 1,082,109 1,099,535 17,426 国有財産台帳の価格改定

合計 △ 1,082,109 1,099,535 17,426

（単位：百万円）
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４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の収納済歳入額の明細 

款 項 相手先 金額

国有財産処分収入 国有財産売払収入 買取業者 150

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 職員　等 658

国有財産利用収入 国有財産使用収入 著作権使用者 2

納付金 日本中央競馬会納付金 日本中央競馬会 262,748

諸収入 特別会計受入金 食料安定供給特別会計 26,303

諸収入 公共事業費負担金 地方公共団体 165,169

諸収入 許可及手数料 1

諸収入 受託調査試験及役務収入 1,134

諸収入 懲罰及没収金 22

諸収入 弁償及返納金 39,269

諸収入 物品売払収入 買取業者 149

諸収入 雑入 3,123

合計 498,733

（単位：百万円）

 

 

(2) その他歳計外現金･預金の増減の明細 

内容 金額

前年度末残高 130

本年度受入 497

契約保証金 497

本年度払出 487

契約保証金 487

本年度末残高 140

（単位：百万円）
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参考情報 

１ 農林水産省の所掌する業務の概要 

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。 

 

農林水産省の使命 

環境
・美しい森づくりの推進

・水産資源の適切な管理や、資源回復

計画の実施

・農地や農業用水などの資源や環境を守り、

その質の向上を図るための活動支援

「農地・水・環境保全向上対策」の実施

・バイオマスの利活用や地球温暖化対策と

生物多様性保全の推進

消費
・食育の推進、国産農水産物の消費拡大

・地産地消の推進

・国産農水産物に対する消費者の信頼確保

流通
・科学的原則に基づいたリスク管理（食品の安全

性に関するリスク管理の標準手順書）を推進

・輸入食料の安定確保とともに、国内農業の構造

改革の推進による食料安定供給の確保

生産
・経営感覚に優れた担い手による需要に

即した生産の推進

・食品産業と農業の連携強化

・効率的な農地利用の推進

いのちを支える「食」

安心して暮らせる「環境」
を守ります。
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２ 農林水産省の組織及び定員 

(1) 組織図（平成 21 年度末現在） 

国民への水産物の安定供給や健全な水産業の発展のため、水産資
源の回復・管理、経営体の育成・確保、漁場保全、漁港・漁場整
備などに関する業務

農業経営者がより効率的・安定的なかたちで農業を営むことがで
きるように、農地流動化、金融、税制等の経営環境の整備などに
関する業務

農業の持続的な発展を支える生産基盤や生活環境の整備、農産漁
村の活性化、農地・農村景観等、農産漁村の有する多様な資源の
保全などに関する業務

農林水産業に関する試験研究の基本的な計画を定め、公的研究機
関、大学、民間等の試験研究を支援するなど農林水産業を技術の
面から支える業務

二酸化炭素の吸収・貯蔵など多面的機能を持つ森林の整備、林
業・木材産業の振興、国有林野の管理・経営などに関する業務

基本的な政策・計画の企画・立案、予算や法令、国会関係業務、
また、食料安全保障政策、農林水産分野の資源・環境政策、国際
関係、統計調査、情報の受発信などに関する業務

食料の生産・流通を通じたコストの縮減、食品産業の健全な発
展、米麦の安定供給などに関する業務

消費者の視点を大切にして、国民の健康を守ることが何よりも重
要であるという考え方の下で、「食」の安全と安定供給を確保
し、消費者が「食」に対する信頼感を持てるような政策に関する
業務

農産物・畜産物の生産の振興や環境保全型農業の推進、鳥獣被害
の防止、地産地消の推進、種苗等の知的財産の保護・活用などに
関する業務

農林水産技術会議

林野庁

水産庁

地方出先機関

地方農政局

地方農政事務所

国営土地改良事業所

森林管理局

漁業調整事務所

植物防疫所

動物検疫所

動物医薬品検査所

農林水産研修所

森林技術総合研修所

農林水産本省

大臣官房

総合食料局

消費・安全局

生産局

農村振興局

経営局

農林水産技術会議

林野庁

水産庁

地方出先機関

農林水産政策研究所

農林水産本省

大臣官房

総合食料局

消費・安全局

生産局

農村振興局

経営局

 

 

(2) 定員（平成 21 年度予算定員） 

一般会計  19,321 人 
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３ 農林水産省における会計・独立行政法人等の間の財政資金の流れ 

財政資金は、その予算に基づき①一般会計から特別会計へ、②特別会計から一般会計にそれぞれ繰入が

行われている。また、地方公共団体、独立行政法人等及び公益法人をとおして各事業を推進するために必

要な経費として、一般会計から補助金等をそれぞれ交付している。 

（単位：億円）

農業経営安定事業等
2,586

受入金
263

共済掛金国庫負担金等
542

森林保全管理、治山事業
経費等

2,043

保険料及び共済掛金
国庫負担金等

142

補助金等
9,328

公共事業費負担金
1,651

運営費交付金
1,157

補助金等
9,821

納付金
2,627

補助金等
452

一

般

会

計

食料安定供給特別会計

農業共済再保険特別会計

森林保険特別会計

国有林野事業特別会計

漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

地方公共団体

公益法人

独立行政法人、民間企業等
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４ 一般会計の平成 21年度歳入歳出決算の概要 

(1) 歳入 

歳入決算額は 4,987 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が 2,627 億円、公共事

業費負担金が 1,651 億円、返納金が 385 億円となっている。 

 

(2) 歳出 

歳出決算額は 3兆 324 億円であり、その主なものとしては補助金・委託費等が 1兆 9,319億円、他会

計への繰入が 5,312 億円、人件費が 1,844 億円となっている。 

 

５ 公債関連情報 

一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務

省に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省

庁の負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示して

いる。仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

 

(1) 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。）

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高               

・当該年度に発行した公債額              

572 兆 4,047 億円 

・当該年度の利払費                  

51 兆 9,549 億円 

 

7 兆 2,234 億円 

(2)  財務省において計上されている①の計数を各省庁の一般会計の資産額並びに公債発行対象経費及び

歳出決算額を基礎として各省庁に配分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち当省配分額        

・当該年度に発行した公債額のうち当省配分額       

20 兆 7,370 億円 

・当該年度の利払費のうち当省配分額                        

2 兆 1,612 億円 

 

2,211 億円 

(3) 財務省において計上されている①の計数を各省庁の資産・負債差額並びに公債発行対象経費及び歳出

決算額を基礎として各省庁に配分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち当省配分額        

・当該年度に発行した公債額のうち当省配分額       

22 兆 2,124 億円 

・当該年度の利払費のうち当省配分額               

2 兆 1,612 億円 

2,305 億円 
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