
 

農林水産省 平成２４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       ＋4,893 億円 

有価証券…農水産業協同組合貯金保険機構等 

   ＋8,032 億円

貸付金…日本政策金融公庫等     ＋2 兆5,540 億円

有形固定資産…各独立行政法人等 ＋1 兆4,752 億円

出資金･･･相殺消去             △1 兆7,144 億円

（負債） 

公債…日本政策金融公庫 (＋1,994 億円) 

森林総合研究所 (＋381 億円)   ＋2,376 億円

借入金･･･日本政策金融公庫等     ＋2 兆6,158 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                     △4,143億円

責任準備金…農業者年金基金(＋2,020 億円)、農水産

業協同組合貯金保険機構(＋3,319億円)等

＋5,378 億円

  退職給付引当金…各独立行政法人等 ＋1,058 億円 

２．業務費用計算書 

売上原価…森林総合研究所等          ＋413億円

委託費等…相殺消去             △1,914 億円

運営費交付金…相殺消去          △1,027 億円

支払利息…日本政策金融公庫等      ＋475 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 

△348 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          ＋6,584 億円

相殺消去             △5,050 億円

財源…合算による増               ＋7,238 億円

相殺消去                   △5,050 億円

４．区分別収支計算書 

財源…合算による増           ＋1 兆3,393 億円

相殺消去                △5,102 億円

業務支出…合算による増           ＋8,362 億円

相殺消去             △5,331 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 174 235 61

退職給付引当金等繰入額 28 39 10

売上原価 322 364 41

（再）保険費 △ 5 △ 5 -

事業管理費 0 0 -

経営費 39 39 -

補助金等 1,828 1,847 18

委託費等 813 622 △ 191

運営費交付金 102 - △ 102

庁費等 64 64 △ 0

減価償却費 439 460 20

貸倒引当金繰入額 57 62 4

支払利息 9 56 47

資産処分損益 55 55 -

その他の業務費用 13 256 242

  

  

本年度業務費用合計 3,944 4,098 153

 

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 16,645 17,195 549 

本年度業務費用合計 (A) △ 3,944 △ 4,098 △ 153 
財源合計 (B) 3,844 4,063 218 

配賦財源 2,940 2,940 - 

その他の財源 903 1,122 218 

無償所管換等 54 54 - 

資産評価差額 29 22 △ 6 

その他資産・負債差額の増減 - △ 1 △ 1 

本年度末資産・負債差額 16,629 17,236 607 

（参考） (A) + (B) △ 100 △ 34 65 
 

 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 491 1,003 511 
 財源 4,204 5,033 829 

 業務支出 △ 3,712 △ 4,015 △ 303 

財務収支 △ 112 △ 134 △ 22 

公債発行等収入 465 555 89 

公債償還等支出 △ 577 △ 685 △ 107 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 379 868 489 

資金からの受入等 △ 77 △ 77 - 

資金残高等 265 265 - 

本年度末現金・預金残高 567 1,056 489 

 

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 567 1,056 489 未払金等 40 80 40 

有価証券 - 803 803 賞与引当金 10 15 4 

たな卸資産 56 112 56 政府短期証券 175 175 - 

未収金等 346 371 25 公債 - 237 237 

貸付米 184 184 - 借入金 1,322 3,938 2,615 

貸付金 82 2,636 2,554 (独)農業者年金基金の借入   

貸倒引当金 △ 57 △ 75 △ 17 金償還に係る負担金 414 - △ 414 

有形固定資産 15,092 16,567 1,475 責任準備金 - 537 537 

国有財産（公共用財産除く） 7,662 9,121 1,458 退職給付引当金 514 620 105 

公共用財産 7,423 7,423 - その他の負債 34 123 88 

物品等 6 23 16    

無形固定資産 3 8 4 負債合計 2,512 5,729 3,216 

出資金 2,801 1,086 △ 1,714 ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

その他の資産 66 214 147 資産・負債差額 16,629 17,236 607 

資産合計 19,142 22,966 3,823 負債及び資産・負債差額合計 19,142 22,966 3,823 


