
農林水産省一般会計 平成２３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 23年度 増減 前年度 23年度 増減 

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞ 

現金・預金 0 0 0 未払金 17 17 △0 

未収金 397 314 △82 賞与引当金 9 9 △0 

他会計繰戻未収金 179 241 62 （独）農業者年金基金の借入金償還 400 409 8 

貸倒引当金 △0 △0 △0 にかかる負担金   

有形固定資産 7,073 6,918 △155 退職給付引当金 336 326 △9 

国有財産（公共用財産除く） 219 206 △13 その他の負債 2 3 0 

公共用財産 6,847 6,704 △142    

物品 6 7 0 負債合計 766 765 △1 

無形固定資産 3 2 △0 ＜ 資産・負債差額の部 ＞   

出資金 2,719 2,696 △22 資産・負債差額 9,607 9,410 △197 

その他の資産 1 1 0    

資産合計 10,374 10,175 △198 負債及び資産・負債差額合計 10,374 10,175 △198 

 

 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 23 年度予算定員） 

 一般会計                  18,468 人 

 

・主な財政資金の流れ 

一般会計から特別会計への繰入…4,903 億円 

特別会計から一般会計への受入…  248億円 

一般会計から地方公共団体への補助金等… 

                                8,670 億円 

一般会計から独立行政法人への 

運営費交付金・・・1,083 億円 

一般会計から独立行政法人等への補助金等 

                     1 兆 1,181 億円 

一般会計から公益法人への補助金等… 

1,707 億円 

・歳入歳出決算の概要 

（歳入） 

収納済歳入額は4,349億円であり、その主なも

のとしては日本中央競馬会納付金 2,280 億円、

公共事業費負担金 1,208 億円、弁償及返納金

279 億円となっている。 

（歳出） 

支出済歳出額は 3 兆 656 億円であり、その主

なものとしては補助金・委託費等 2 兆 1,967 億

円、他会計繰入 4,903 億円、人件費 1,493 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         △822 億円

・他会計繰戻未収金…特別会計からの未収金       621 億円

・有形固定資産… 

   国有財産（公共用財産を除く） 

土地（△49 億円）、建物（△27 億円）等 

    公共用財産                      △1,426 億円

・出資金… 

    独立行政法人への追加出資等              △9 億円

    政府出資金の国有財産台帳価格の評価見直  △218 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      ＋89億円

 

２．業務費用計算書 

・補助金等…補助金等の増               ＋2,887 億円

・特別会計への繰入…食料安定供給特別会計等  ＋1,093 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） 

△2,077 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                      ＋8,638 億円

・業務支出…補助金等                  △2,906 億円

特別会計への繰入           △1,093 億円

 

 

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 55 兆

5,481 億円、本年度公債発行額 2 兆 7,596 億円、

本年度利払費 6,532 億円 

  業務費用計算書 (単位:十億円）

 前年度 23年度 増減

人件費 149 137 △12

賞与引当金繰入額 9 9 △0

退職給付引当金繰入額 25 17 △8

補助金等 1,094 1,383 288

委託費等 652 673 21

独立行政法人運営費交付金 110 108 △2

特別会計への繰入 380 490 109

庁費等 56 69 13

減価償却費 329 335 6

貸倒引当金繰入額 0 0 0

資産処分損益 13 24 10

その他の業務費用 5 5 △0

  

本年度業務費用合計 2,827 3,253 426

 

資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 前年度 23年度 増減 

前年度末資産・負債差額 9,912 9,607 △304 

本年度業務費用合計 (A) △2,827 △3,253 △426 
財源合計 (B) 2,467 3,045 578 

主管の財源 700 415 △285 

配賦財源 1,766 2,630 863 

無償所管換等 50 37 △12 

資産評価差額 4 △27 △32 

  

本年度末資産・負債差額 9,607 9,410 △197 

（参考） (A) + (B) △359 △207 151 
 

 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 前年度 23年度 増減 

業務収支 1 1 0 
 財源 2,614 3,065 451 

 業務支出 △2,612 △3,063 △451 

財務収支 △1 △1 △0 

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                  1,510 億円 （     △49 億円）

・建物                     394億円 （     △27億円）

・建設仮勘定                   0 億円 （      △7 億円）

○公共用財産      
・公共用財産用地            3,728 億円 （     ＋3 億円）

・公共用財産施設       66 兆 3,091 億円 （   △1,354 億円）

○出資金             2 兆 6,963 億円 （    △228 億円）

（業務費用計算書） 
○補助金等         1 兆 3,830 億円 (   ＋2,887 億円)

○特別会計への繰入    

・食料安定供給             1,988 億円 （   ＋382 億円）

・農業共済再保険      ,      515 億円 （    ＋18 億円）

・国有林野事業             1,482 億円 （    △83 億円）

・漁船再保険及び漁業共済保険  916 億円 （     776 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


