
農林水産省 平成２２年度省庁別財務書類の概要 

 
 

（カッコ内は前年度からの増減額） 

（貸借対照表） 
・国有財産 7兆7,122億円 （  +241億円） 
・公共用財産     7兆7,680億円 （△1,821億円） 
・出資金            2兆7,563億円 （  +263億円） 
・借入金     1兆3,195億円 （   +57億円） 

 
（業務費用計算書） 
・補助金等 1兆1,620億円 （△6,527億円） 

・減価償却費            8,074億円 （ +4,524億円） 
・委託費等     3,788億円 （   +37億円） 
・売上原価     3,478億円 （  +405億円） 

 

 

 

 

１．作成目的 

一般会計及び特別会計を合算した農林水産省

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
（省庁内部における取引等を相殺消去）。 

３．各財務書類の表す財務情報 

（貸借対照表） 

資産及び負債の状況を開示。 

（業務費用計算書） 

本年度に発生した費用の状況を開示。 

（資産・負債差額増減計算書） 
貸借対照表の前年度末資産・負債差額と本年
度末資産・負債差額の増減を要因別に開示。 

（区分別収支計算書） 
歳入歳出決算の財政資金の流れを区分別に
開示。 

 

 
・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を

図ること。 
 
・定員数(平成 22年度予算定員) ２４，６４０人 
 
・歳入歳出決算の概要 

歳入決算額          ３兆５，０１９億円 
歳出決算額          ５兆  ４８０億円 

 
 
 
 

 

１．貸借対照表 

（資産） 

たな卸資産…評価価格の減等       △917億円 

未収金等…公共事業費地方負担金債権 

△796億円 

有形固定資産…立木竹（+469 億円）、公共財産施

設（△1,619億円）   △1,581億円 

出資金･･･出資及び評価による増       +263億円 

 （負債） 

支払備金･･･再保険金等の未払い額の増 

   +625 億円 

政府短期証券…食糧証券残高の減   △209億円 

 (独)農業者年金基金の借入金償還に係る負担金 

･･･借入金の増加             +147億円 

退職給付引当金 ･･･一般会計(△15億円)、食料 

安定供給(△75億円) 、国有林野(△160億円) 

                    △252億円 

２．業務費用計算書 

売上原価…輸入麦の在庫数量の減等  +405億円 

補助金等･･･補助金等の減        △6,527億円 

委託費等･･･戸別所得補償制度実証事業交付金

の増等                +4,524億円 

再保険費等…東日本大震災に係る再保険金の発

生による支払備金の増  +744 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 

                                    △3,309 億円 

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期純損失」に相当 

４．区分別収支計算書            

業務支出…補助金等            △6,431億円 

交付金               +4,512 億円 

財務収支…政府短期証券償還支出  △1,030億円 

 

 

 業務費用計算書 (単位:十億円） 

 前年度 22年度 増減 

人件費 171 182 10 

退職給付引当金等繰入額 35 36 0 

売上原価 307 347 40 

事業管理費 28 16 △12 

経営費 39 37 △1 

換地清算費 - 0 0 

補助金等 1,814 1,162 △652 

委託費等 354 807 452 

運営費交付金 115 110 △5 

再保険費等 42 117 74 

庁費等 47 62 14 

減価償却費 375 378 3 

貸倒引当金繰入額等 0 0 0 

支払利息 17 14 △3 

資産処分損益 11 17 6 

その他の業務費用 12 11 △1 

    

本年度業務費用合計 3,374 3,303 △71 

 

 
資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 前年度 22年度 増減 

前年度末資産・負債差額 16,917 17,154 237 

本年度業務費用合計 (A) △3,374 △3,303 71 
財源合計 (B) 3,503 

 

2,972 △531 

配賦財源 2,533 1,766 △766 

その他の財源 969 1,205 235 

無償所管換等 89 △6 △95 

資産評価差額 18 1 △17 

本年度末資産・負債差額 17,154 16,819 △335 

（参考） (A) + (B) 129 △330 △460 
 

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 前年度 22年度 増減 

業務収支 323 254 △69 
 財源 3,727 3,259 △467 

 業務支出 △3,403 △3,004 398 

財務収支 △107 △33 74 

 公債発行等収入 615 598 △17 

 公債償還等支出 △723 △632 91 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 215 220 5 

資金からの受入等 △14 9 24 

資金残高等 221 192 △28 

本年度末現金・預金残高 422 423 1 

 

 

 
公債関連情報（仮定計算により算定） 
公債発行対象経費及び歳出決算額の累計額等
を基礎として配分される本年度末公債残高 54
兆 532 億円、本年度公債発行額 1 兆 7,069 億
円、本年度利払費 6,638億円 

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 

 貸 借 対 照 表 (単位:十億円） 

 前年度 22年度 増減  前年度 22年度 増減 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 422 423 1 未払金等 49 43 △6 

たな卸資産 155 63 △91 支払備金 11 73 62 

未収金等 627 548 △79 未経過保険料等 18 16 △1 

貸付金 122 102 △19 賞与引当金 13 12 △0 

貸付米 204 199 △4 政府短期証券 351 330 △20 

貸倒引当金 △0 △0 0 借入金 1,313 1,319 5 

有形固定資産 15,646 15,488 △158 (独)農業者年金基金の借入金 385 400 14 

国有財産（公共用財産除く） 7,688 7,712 24 償還に係る負担金    

公共用財産 7,950 7,768 △182 退職給付引当金 579 554 △25 

物品 8 7 △0 その他の負債 38 36 △2 

無形固定資産 7 4 △3 負債合計 2,762 2,787 25 

出資金 2,729 2,756 26 ＜ 資産・負債差額の部 ＞    

その他の資産 1 20 19 資産・負債差額 17,154 16,819 △335 

資産合計 19,917 19,606 △310 負債及び資産・負債差額合計 19,917 19,606 △310 

 

主な科目の内訳 



農林水産省 平成２２年度省庁別連結

 

財務書類の概要 

 

 

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） 

株式会社日本政策金融公庫 

農水産業協同組合貯金保険機構 

独立行政法人 

  農林水産消費安全技術センター 

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 農業者年金基金 

独立行政法人 農林漁業信用基金 

上記を含め、独立行政法人は計 1３ 法人 

 

（連結対象法人と農林水産省の業務関連性） 

農林水産省と業務関連性がある法人を連結対

象としている。 

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。 

 

（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） 
独立行政法人等のうち、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。 

＜主な増減内容＞ 

（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       ＋3,899億円 

有価証券…農水産業協同組合貯金保険機構等 

   ＋6,889億円 

 たな卸資産…独立行政法人森林総合研究所等 

         ＋1,968億円 

貸付金…日本政策金融公庫等     ＋2兆5,550億円 

有形固定資産…各独立行政法人等 ＋1兆4,641億円 

出資金･･･相殺消去             △1兆6,838億円 

（負債） 

公債…日本政策金融公庫 (＋1,744億円) 

森林総合研究所 (＋419億円)   ＋2,164億円 

借入金･･･日本政策金融公庫等     ＋2兆7,275億円 

(独)農業者年金基金の借入金償還に係る負担金 

…相殺消去                     △4,002億円 

責任準備金…農業者年金基金(＋1,547億円)、農水産 

業協同組合貯金保険機構(＋3,002億円)等 

＋4,605億円 

２．業務費用計算書 

売上原価…森林総合研究所等        ＋969億円 

委託費等…相殺消去             △1,039億円 

運営費交付金…相殺消去          △1,104億円 

支払利息…日本政策金融公庫等      ＋576億円 

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 

△3,857 億円 

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期純損失」に相当 

業務費用…合算による増          ＋7,439億円 

相殺消去             △4,370億円 

財源…合算による増               ＋6,883億円 

相殺消去                  △4,362億円 

４．区分別収支計算書 

財源…合算による増           ＋1兆3,528億円 

相殺消去                △4,338億円 

業務支出…合算による増           ＋9,674億円 

相殺消去             △4,338億円 

 

 

 

 

 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 182 249 67 

退職給付引当金等繰入額 36 49 12 

売上原価 347 444 96 

事業管理費 16 16 - 

経営費 37 37 - 

換地清算費 0 0 - 

補助金等 1,162 1,173 11 

委託費等 807 703 △103 

運営費交付金 110 - △110 

再保険費等 117 117 - 

庁費等 62 62 △0 

減価償却費 378 400 22 

貸倒引当金繰入額等 0 4 3 

支払利息 14 71 57 

資産処分損益 17 16 △0 

その他の業務費用 11 261 249 

    

本年度業務費用合計 3,303 3,609 306 

 

 
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 17,154 17,759 605 

本年度業務費用合計 (A) △3,303 △3,609 △306 
財源合計 (B) 2,972 3,224 252 

配賦財源 1,766 1,766 - 

その他の財源 1,205 1,452 247 

無償所管換等 △6 △6 - 

資産評価差額 1 △26 △28 

その他資産・負債差額の増減 - △5 △5 

本年度末資産・負債差額 16,819 17,336 516 

（参考） (A) + (B) △330 △385 △54 
 

 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 254 655 401 
 財源 3,259 4,178 919 

 業務支出 △3,005 △3,538 △533 

財務収支 △33 △44 △11 

公債発行等収入 598 703 104 

公債償還等支出 △632 △748 △115 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 220 610 389 

資金からの受入等 9 9 - 

資金残高等 192 192 △0 

本年度末現金・預金残高 423 813 389 

 

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 差額 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 423 813 389 未払金等 43 84 40 

有価証券 - 688 688 賞与引当金 12 18 5 

たな卸資産 63 260 196 政府短期証券 330 330 - 

未収金等 548 675 126 公債 - 216 216 

貸付金 102 2,657 2,555 借入金 1,319 4,047 2,725 

貸付米 199 199 - (独)農業者年金基金の借入 400 - △400 

貸倒引当金 △0 △20 △20 金償還に係る負担金    

有形固定資産 15,488 16,952 1,464 責任準備金 - 460 460 

国有財産（公共用財産除く） 7,712 9,154 1,441 退職給付引当金 554 659 105 

公共用財産 7,768 7,768 - その他の負債 126 242 115 

物品等 7 30 22     

無形固定資産 4 8 3 負債合計 2,787 6,059 3,271 

出資金 2,756 1,072 △1,683 ＜ 資産・負債差額の部 ＞    

その他の資産 20 86 66 資産・負債差額 16,819 17,336 516 

資産合計 19,606 23,395 3,788 負債及び資産・負債差額合計 19,606 23,395 3,788 

 



農林水産省一般会計 平成２２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 22年度 増減  前年度 22年度 増減 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 0 0 △0 未払金 21 17 △3 

未収金 499 397 △101 賞与引当金 10 9 △0 

他会計繰戻未収金 224 179 △44 （独）農業者年金基金の借入金償還 385 400 14 

貸倒引当金 △0 △0 0 にかかる負担金    

有形固定資産 7,244 7,073 △170 退職給付引当金 337 336 △1 

国有財産（公共用財産除く） 229 219 △9 その他の負債 2 2 0 

公共用財産 7,008 6,847 △160     

物品 6 6 0 負債合計 757 766 8 

 無形固定資産 6 3 △3 ＜ 資産・負債差額の部 ＞    

出資金 2,693 2,719 25 資産・負債差額 9,912 9,607 △304 

その他の資産 1 1 △0     

資産合計 10,669 10,374 △295 負債及び資産・負債差額合計 10,669 10,374 △295 

 

 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 22 年度予算定員） 

 一般会計                  18,943人 

 

・主な財政資金の流れ 

一般会計から特別会計への繰入…3,809億円 

特別会計から一般会計への受入…  701億円 

一般会計から地方公共団体への補助金等… 

                                7,091 億円 

一般会計から独立行政法人への 

運営費交付金・・・1,104億円 

一般会計から独立行政法人等への補助金等                       

1兆176億円 

一般会計から公益法人への補助金等… 

286 億円 

・歳入歳出決算の概要 

（歳入） 

収納済歳入額は8,471億円であり、その主なも

のとしては弁償及返納金 3,833 億円、日本中央

競馬会納付金 2,428 億円、公共事業費負担金

1,399 億円となっている。 

（歳出） 

支出済歳出額は2兆6,141億円であり、その主

なものとしては補助金・委託費等 1 兆 8,943 億

円、他会計繰入 3,809 億円、人件費 1,465 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        △1,019億円 

・他会計繰戻未収金…特別会計からの未収金     △447億円 

・有形固定資産… 

   国有財産（公共用財産を除く） 

土地（＋78億円）、建物（△50億円）等 

    公共用財産                      △1,609億円 

・出資金… 

    独立行政法人への追加出資等            ＋108億円 

    政府出資金の国有財産台帳価格の評価見直  ＋147億円 

（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     ＋147億円 

 

２．業務費用計算書 

・補助金等…補助金等の減               △6,507億円 

・特別会計への繰入…食料安定供給特別会計等  △1,503億円 

 

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（財源不足） 

△3,595億円 

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期純損失」に相当 

 

４．区分別収支計算書 

・財源…配賦財源                      △7,667億円 

・業務支出…補助金等                  △6,434億円 

特別会計への繰入           △1,503億円 

 

 

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 20 兆 7,370 億円、本年度公債発行額 2
兆 1,612億円、本年度利払費 2,211億円 
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 22 兆 2,124 億円、本年度公債
発行額 2 兆 1,612 億円、本年度利払費 2,305 億
円 

  業務費用計算書 (単位:十億円） 

 前年度 22年度 増減 

人件費 135 149 13 

賞与引当金繰入額 10 

 

9 △0 

退職給付引当金繰入額 14 25 11 

補助金等 1,745 

 

1,094 △650 

委託費等 186 

 

652 465 

独立行政法人運営費交付金 115 110 △5 

特別会計への繰入 531 380 △150 

庁費等 41 

 

56 14 

減価償却費 325 329 3 

貸倒引当金繰入額 0 0 0 

資産処分損益 8 13 5 

その他の業務費用 5 5 0 

    

本年度業務費用合計 3,120 

 

2,827 △293 

 

 
資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 前年度 22年度 増減 

前年度末資産・負債差額 9,979 9,912 △67 

本年度業務費用合計 (A) △3,120 

 

△2,827 293 
財源合計 (B) 2,922 2,467 △455 

主管の財源 389 

 

700 311 

配賦財源 2,533 

 

1,766 △766 

無償所管換等 112 50 △62 

資産評価差額 17 

 

4 △12 

    

本年度末資産・負債差額 9,912 9,607 △304 

（参考） (A) + (B) △197 △359 △162 
 

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 前年度 22年度 増減 

業務収支 - 1 1 
 財源 3,032 2,614 △418 

 業務支出 △3,032 △2,612 419 

財務収支 - △1 △1 

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                  1,560億円 （     ＋78億円） 

・建物                     422億円 （     △50億円） 

・建設仮勘定                   8億円 （      △0億円） 

○公共用財産      
・公共用財産用地            3,724億円 （    △21億円） 

・公共用財産施設       66兆 4,446億円 （   △1,591億円） 

○出資金             2兆7,191億円 （    ＋256億円） 

（業務費用計算書） 
○補助金等          1兆 943億円 (   △6,507億円) 

○特別会計への繰入    

・食料安定供給             1,606億円 （   △979億円） 

・農業共済再保険      ,      496億円 （    △45億円） 

・国有林野事業             1,566億円 （   △476億円） 

・漁船再保険及び漁業共済保険  140億円 （     △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 
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