
農林水産省 平成２９年度省庁別財
 

（カッコ内は前年度からの増減額） 

１．貸借対照表 

（資産） 

国有財産（公共用財産を除く） 
 4 兆 6,224 億円 （＋1,071 億円） 

土地 1 兆 3,528 億円 （   ＋8 億円） 

立木竹 3 兆 1,656 億円 （＋1,016 億円） 

公共用財産 7 兆 2,625 億円 （  ＋634 億円） 

出資金 3 兆 251 億円 （  ＋284 億円） 

（負債） 

借入金 1 兆 2,218 億円 （  △239 億円） 

２．業務費用計算書 

補助金等 1 兆 5,379 億円 （  ＋348 億円） 

委託費等 6,721 億円 （  ＋581 億円） 

売上原価 2,913 億円 （  △240 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 

「省庁別財務書類及び特別会計財務書類の

作成指針」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。 

 

１．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。 

２．定員数(令和元年度予算定員)   20,769 人 

３．歳入歳出決算の概要 

歳入決算額            1 兆 8,251 億円 

歳出決算額            4 兆 2,091 億円 

 

１．貸借対照表 

（資産） 

現金・預金…決算剰余金の減等     △350 億円 

国有財産（公共用財産を除く） 

…資産評価による増     ＋1,071 億円 

公共用財産…資産評価による増      ＋634 億円 

（負債） 

借入金…借入金残高の減         △239 億円 

農業者年金基金の借入金償還に係る負担金… 

農業者年金基金法に基づく長期借入金の減 △352 億円 

２．業務費用計算書 

補助金等…補助金等の増         ＋348 億円 

委託費等…委託費等の増         ＋581 億円 

減価償却費…減価償却費の減     △1,141 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… 

                                     ＋608 億円 

（左記(A) + (B)により算出） 

⇒企業会計の「当期純利益」に相当 

４．区分別収支計算書            

財源…配賦財源の増            ＋959 億円 

業務支出…補助金等の増         △653 億円 

委託費等の増           △585 億円 

財務収支…政府短期証券償還支出の減 ＋100 億円 

借入金の返済による支出の増 △91 億円 

 業務費用計算書 (単位:十億円） 

 前年度 元年度 増減 

人件費 161 158 △2 

退職給付引当金等繰入額 33 30 △3 

売上原価 315 291 △24 

（再）保険費 40 23 △17 

補助金等 1,503 1,537  34 

委託費等 613 672 58 

運営費交付金 114 116 1 

庁費等 144 156 12 

減価償却費 369 255 △114 

貸倒引当金繰入額 0 0 △0 

支払利息 2 1 △1 

資産処分損益 44 37 △6 

出資金評価損 19 - △19 

その他の業務費用 12 11 △1 

本年度業務費用合計 3,376 3,292 △83 

 

資産・負債差額増減計算書 (単位:十億円） 

 前年度 元年度 増減 

前年度末資産・負債差額 13,214 13,333 118 

本年度業務費用合計 (A) △3,376 △3,292 83 

財源合計 (B) 3,304 3,353 49 

配賦財源 2,405 2,501 95 

その他の財源 898 852 △46 

無償所管換等 137 160 22 

資産評価差額 53 29 △23 

本年度末資産・負債差額 13,333 13,583 250 

（参考） (A) + (B) △72 60 133 

 
 区分別収支計算書 (単位:十億円） 

 前年度 元年度 増減 

業務収支 191 138 △52 

 財源 3,416 3,509 93 

 業務支出 △3,224 △3,370 △146 

財務収支 △35 △21 13 

 政府短期証券発行等収入 422 434 12 

 政府短期証券償還等支出 △457 △456 1 

本年度収支（業務収支＋財務収支） 156 117 △39 

資金への繰入 △4 △5 △1 

資金残高等 188 193 5 

本年度末現金・預金残高 340 305 △35 

 

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 

農林水産省 令和元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 元年度 増減  前年度 元年度 増減 

＜ 資産の部 ＞    ＜ 負債の部 ＞    

現金・預金 340 305 △35 未払金等 24 25 0 

たな卸資産 72 76 4 支払備金 8 8 △0 

未収金等 114 103 △11 未経過（再）保険料 12 6 △5 

貸付米 121 111 △10 賞与引当金 13 12 △0 

貸付金 30 24 △6 政府短期証券 90 97 6 

貸倒引当金 △0 △0 0 借入金 1,245 1,221 △23 

有形固定資産 11,729 11,903 174 農業者年金基金の借入金 
償還に係る負担金 

325 290 △35 
国有財産（公共用財産を除く） 4,515 4,622 107 

公共用財産 7,199 7,262 63 退職給付引当金 350 300 △49 

物品 14 18 3 その他の負債 7 11 4 

無形固定資産 3 3 △0 負債合計 2,076 1,973 △102 

出資金 2,996 3,025 28 ＜ 資産・負債差額の部 ＞    

その他の資産 1 6 4 資産・負債差額 13,333 13,583 250 

資産合計 15,410 15,557 147 負債及び資産・負債差額合計 15,410 15,557 147 

主な科目の内訳 

 

 

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 63

兆8,289億円、本年度公債発行額2兆951億円、

本年度利払費 4,582 億円 

参考情報 




