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本講義のねらい
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• 農業における会計の特徴を理解する

 農業の決算書の見方

 農業法人標準勘定科目・農業の会計に関する指針

 農業における収益計上基準などの会計処理

• 農業の税制特例を理解する

 農業経営基盤強化準備金

 肉用牛免税

 農地に係る贈与税・相続税納税猶予制度



農業簿記・会計のポイント
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農業会計の特徴

農業においては、貸借対照表は生物・育成仮勘定などの農業特有の貸借対照表科目
があるが、商工業と農業で大きく変わるものではない。一方、育成した生物そのものの
売却や農作物により国からの交付金等が交付されるなど収益の発生が商工業と大き
く異なるため、損益計算書の収益の勘定科目に農業特有の勘定科目がある。

農業税制の特例

農業税制の特例として、「農業経営基盤強化準備金」、「肉用牛免税」、農地の贈与・
相続に関する特例措置がある。また、中小企業向けの税制特例も使用可能。



農業における会計の特徴を理解する
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農業の決算書の見方

貸借対照表

資金の運用形態や調達源泉は、商工業と農業とで大きく変わるものではなく、農業
における貸借対照表の勘定科目は商工業のものと大きな違いはない。

しかしながら、農業が生物を育成して生産物を得る事業であることから、生物・育
成仮勘定など農業特有の貸借対照表科目がある。

損益計算書

農業では、育成した生物そのものを売却したり、農畜産物の販売や作付けに対して
国から交付金等が交付されたりするなど、収益の発生源が商工業と大きく異なる。
このため、損益計算書の収益の勘定科目に農業特有の勘定科目がある。

国からの交付金等が収益に占める割合の大きい土地利用型農業（主に水稲や麦・
大豆などの畑作物）では、営業利益だけでは赤字となるケースが多く、営業外収益
に交付金等が計上されることでバランスを取っていることも特徴の一つ。
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農業会計の特徴①

農業法人標準勘定科目

「農業法人標準勘定科目」は農業法人の財務諸表における勘定科目体系を示した
もので（公社）日本農業法人協会が制定。商工業で一般に使用されている勘定科
目体系を基礎とし、貸借対照表の科目について「農業経営基盤強化準備金」など、
農業簿記固有の勘定科目を追加。

また、損益計算書の科目についても製造原価報告書の勘定科目を中心に農業簿
記固有の勘定科目を採用。

農業の会計に関する指針

農業法人のみならず企業的経営を目指す個人農業者も含めた「農企業」を対象と
する会計処理の拠りどころとして、一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会
と公益社団法人日本農業法人協会との連名で公表。

農業及び中小企業に共通する会計処理については「中小企業の会計に関する指
針」を準用することとし、とくに農企業において必要と考えられる会計処理について
重点的に言及。
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農業会計の特徴②

共同計算方式による委託販売※における売上計上時期

概算金、精算金をそれぞれ受け取った日に売上計上

※米・麦・大豆などをＪＡ等を通じて委託販売する場合が対象

消費税の軽減税率による区分経理

枝肉・内臓（軽減税率８％）と原皮（標準税率10％）のように、取引を税率の異なる
ごとに区分して記帳する「区分経理」が必要

軽減税率（2019年10月～）の導入により、消費税の課税売上高の計算において、
農産物の課税売上高(軽減税率）から委託販売手数料（標準税率）の控除が認め
られなくなる点に留意が必要

農業経営基盤強化準備金

農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるため、経営所得安定対策などの
交付金相当額を準備金として積立て

原則として、剰余金処分（「繰越利益剰余金」を相手勘定）として純資産の部の「そ
の他利益剰余金」の区分に任意積立金として計上（剰余金処分経理方式）

個人農業者は、「農業経営基盤強化準備金繰入額」として特別損失に表示して、
固定負債の部に引当金として計上（損金経理方式、農業法人も選択可）
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農業会計の特徴③

個人農業者における収穫基準

農産物の収穫時に収穫価額相当額を収穫年分の収入金額に算入

一方、収穫価額をもつて取得したものとみなされ、販売時に必要経費に算入

固定資産の生物の売却における総額表示

畜産農業においては搾乳牛や繁殖豚など固定資産である生物についても、畜産物
として販売目的に切り替えられて、棚卸資産である家畜と同様、営業目的で売却さ
れるものであるから、営業収益（売上高）の区分に「生物売却収入」等として表示

生物の売却直前の帳簿価額を売上原価「生物売却原価」等として表示

生物・育成仮勘定

農業用の減価償却資産である家畜や永年性作物などの生物を「生物」勘定、育成
中の生物に対する計上額を「育成仮勘定」で表示

自己育成の生物の取得価額は、購入代価等又は種付費・出産費・種苗費に成育・
成熟のために要した飼料費・肥料費等の材料費、労務費、経費の額を加えた金額

期中においては肥料費や飼料費などの費用勘定で経理し、決算整理において育
成にかかる原価を按分して「育成費振替高」として製造原価（生産原価）から除外
して期末日又は成熟日において育成仮勘定に振替え 9



農業会計の特徴④

農業補助金の種類と会計処理
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区分 勘定科目 説 明 例示（◎＝農業経営基盤強化準備金の対象）

営業収益 価格補填収入
販売数量払の交
付金

◎畑作物の直接支払交付金
指定野菜生産者補給金
加工原料乳生産者補給金
肉用子牛生産者補給金
牛マルキン、豚マルキン
鶏卵生産者経営安定対策補填金

営業外
収益

作付助成収入
作付面積払の交
付金

◎水田活用の直接支払交付金
持続的酪農経営支援交付金

一般助成収入
上記以外の経常
的交付金

中山間地域等直接支払交付金
農の雇用事業助成金

特別利益

経営安定補填
収入

過年産農畜産物
の価格下落等の
補填金

◎収入減少影響緩和交付金（収入減少補填）
加工原料乳経営安定対策補填金

収入保険補填
収入

収入保険の保険
金等見積額

国庫補助金収
入

固定資産取得の
補助金

経営体育成支援事業



農業の税制特例を理解する
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農業の税制特例① 農業経営基盤強化準備金

•農業経営基盤強化準備金とは
準備金として積み立てた金額を必要経費[個人]・損金 [法人]に算入

確定申告書に明細書と証明書（※）の添付が必要

※ 証明書は地方農政局または支局に申請の上、発行を受ける必要

対象者

青色申告を行う認定農業者(個人・農地所有適格法人)・認定新規就農者(個人)

積立限度額－次の①②の少ない金額

① 対象交付金のうち農業用固定資産の取得に充てるための証明書（※）に記載
された金額

※ 農業経営基盤強化準備金に関する証明書

② その年の事業所得[個人]・その事業年度の所得[法人]の金額

対象となる交付金

畑作物の直接支払交付金

収入減少影響緩和交付金

水田活用の直接支払交付金 12



農業の税制特例① 農業経営基盤強化準備金

•「農用地等を取得した場合の課税の特例」とは
農業用固定資産（※）を圧縮記帳した金額を必要経費[個人]・損金[法人]算入

※ 贈与、交換、出資、現物分配、所有権移転外リース取引によるものを除く

確定申告書に明細書と証明書（地方農政局または支局にて発行）の添付が必要

圧縮限度額－次の①②の少ない金額（農業用固定資産の取得価額が上限）

① 準備金の取崩額とその年・事業年度の交付金受領額のうち農業用固定資産
の取得に充てた証明書（※）に記載された金額の合計額

※ 農用地等を取得した場合の証明書

② その年の事業所得[個人]・その事業年度の所得[法人]の金額

特例の対象となる農業用固定資産

農用地（農地、採草放牧地）

新品の特定農業機械等（農業用の建物・建物附属設備（※）、構築物・機械装置・
器具備品、ソフトウエア）

※ 建物・建物附属設備は「農業振興地域の整備に関する法律（農振法）」の農業
用施設用地に建設されたものに限る 13



農業の税制特例① 農業経営基盤強化準備金

•農業経営基盤強化準備金の取崩し
次の取崩事由により準備金の金額を総収入金額[個人]・益金 [法人]に算入

① 積立年・事業年度の翌年から５年を経過した（７年目の）場合

② 認定農業者・認定新規就農者でなくなった場合

③ 法人においては農地所有適格法人でなくなった場合

④ 農業経営改善計画等に記載された農業用固定資産の取得等をした場合

⑤ 農業経営改善計画等に記載のない農業用固定資産（器具備品、ソフトウェア
を除く）の取得等をした場合

⑥ 任意に取り崩した場合

注．上記④、⑤は2018年4月1日（施行日）以後に取得をした資産に適用

留意事項

取崩事由（⑥を除く）に該当する場合、準備金の取崩しの会計処理を行う必要

準備金の取崩しの会計処理をしなくても、税務上は総収入金額・益金算入される
ため、税務調査の結果、修正申告等で法人税等が追徴されるので留意

農業経営改善計画等に記載がない場合は変更申請をして記載
14



農業の税制特例② 肉用牛免税

•肉用牛免税とは
特定の肉用牛を売却した場合、年間1,500頭までの免税対象飼育牛の売却につ
いて、その売却により生じた事業所得に対する所得税を免除[個人]・その売却によ
る利益の額を損金に算入[法人]

確定申告書に明細書と肉用牛売却証明書の添付が必要

（証明書は肉用牛の売却時に家畜市場や卸売市場等で発行される）

対象者

農業を営む個人・農地所有適格法人 ※青色申告は要件でない

特定の肉用牛の要件：対象者が２か月以上飼育した肉用牛で次のいずれか

①家畜市場や中央卸売市場など一定の市場で売却したもの

②生後１年未満の肉用子牛を農協・連合会（※）に委託して売却したもの

※生産者補給金交付業務の事務を受託するもので農林水産大臣が指定

免税対象飼育牛

特定の肉用牛で①売却価額が免税基準価額（※）未満のもの、②一定の登録のあ
るもの ※消費税抜きで肉専用種100万円、交雑種80万円、乳用種50万円 15



農業の税制特例② 肉用牛免税

•免税対象飼育牛以外の特定の肉用牛の取扱い

特定の肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は年間1,500頭を超
える免税対象飼育牛が含まれているときの取扱いは個人と法人とで異なる。

農業を営む個人の場合

その個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計
額とするか特例の適用を受けずに通常の所得計算によるかを選択。

① （免税対象飼育牛に該当しない特定の肉用牛の売却価額＋年間合計が
1,500頭を超える免税対象飼育牛の売却価額）×（所得税5％（※）＋住民税
1.5％） ※所得税額に対して2.1％の復興特別所得税

② その年において特定の肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計
算した場合におけるその年分の総所得金額について計算した所得税相当額

農地所有適格法人の場合

通常の所得計算による。分離課税など別途の課税なし。
16



農業の税制特例② 肉用牛免税

•免税対象飼育牛の売却による利益の額とは
売却による利益

＝免税対象飼育牛に係る収益－（収益に係る原価＋売却に係る経費）

免税対象飼育牛に係る収益（売却価額）

①肉用牛：枝肉（原則として、原皮、内臓等を加算）の価額＋牛マルキンの金額

②肉用子牛：生体の価額＋肉用子牛生産者補給金・肉用牛繁殖経営支援交付金
の金額

注．市場による出荷奨励金や肉牛事故共済金は売却価額に含まない

収益に係る原価

肉用牛１頭ごとの製造（生産）原価

売却に係る経費

免税対象飼育牛１頭ごとの売却に直接対応する市場の販売手数料、市場までの
輸送運賃などに限定
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農業の税制特例③ 農地の贈与・相続に係る特例措置

•贈与税の納税猶予制度とは
農業を営む人（贈与者）が、農業の用に供している農地の全部を農業後継者に贈
与した場合には、農業後継者に課税される贈与税の納税を猶予し、贈与者又は後
継者のいずれかが死亡したときに免除される制度

農業後継者の要件

・ 贈与者の推定相続人の1人であること

・ 18歳以上で3年以上農業に従事していたこと

・ 速やかに農業経営を行うこと

・ 認定農業者・認定新規就農者・基本構想（市町村が作成）水準到達者のいずれ
かであること

納税猶予が継続される特定貸付け

農地中間管理事業による貸付け

利用権設定等促進事業による貸付け※ 等

※納税猶予適用から原則10年、貸付時に65歳未満の場合は20年経過が条件

18



農業の税制特例③ 農地の贈与・相続に係る特例措置

•相続税の納税猶予制度とは

被相続人が農業を営んでいた農地等又は特定貸付けが行われていた農地等（市
街化区域内は生産緑地に限る。）を相続や遺贈によって取得した相続人が、これ
らの農地で引き続き農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、これらの農
地等の価額のうち農業投資価格（※）を超える部分に対応する相続税の納税を猶
予し、相続人が死亡したとき等に免除する制度

19

※ 農業投資価格とは
農地等が恒久的に農業の用に供
される土地として自由な取引がさ
れるとした場合に通常成立すると
認められる価格として国税局長
が決定した価格（例：東京都の田
であれば90万円/10ａ）。



農業で活用できるその他の税制特例

中小企業投資促進税制

160万円以上の機械装置などについて取得価額の30％の特別償却（※）または7％
の税額控除（所得税・法人税額の20％が限度）

※上乗せ措置の生産性向上設備等に係る即時償却は2017年3月末で廃止

中小企業経営強化税制

生産等設備を構成する160万円以上の機械装置などを取得・事業供用した場合 に
即時償却（100％特別償却）または10％の税額控除（所得税・法人税額の20％が限
度）

対象者は中小企業等経営強化法の中小企業者等に限定（農事組合法人は対象外）

経営力向上計画を作成し、各事業分野の主務大臣の認定を受ける必要（農業の場
合農林水産大臣、各地方農政局にて認定）

20



農業で活用できるその他の税制特例

生産性向上特別措置法による支援

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者の生産等設備について固定資産
税の課税標準を３年間ゼロ～１/２（市町村条例による）に軽減

対象者は中小企業等経営強化法の中小企業者等に限定（農事組合法人は対象外）

所得拡大促進税制

平均給与等支給額に対する増加割合が1.5％以上の場合に給与等支給増加額の
15％の税額控除（所得税・法人税額の20％が限度）
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農業の消費税① 軽減税率の対象品目

作目 対象品目＝軽減税率（8%） 対象外品目＝標準税率(10%)

水稲 主食用米、酒米 飼料用米、種もみ
野菜 野菜、製菓材料の野菜の種子 栽培用の野菜の種子・苗
果樹 果物 栽培用の果樹の種子・苗木

花卉 食用の花（エディブルフラワーなど） 観賞用の花

観光農園 土産用に販売する果物等 果物狩りの入園料

農産加工 ジャムやジュース、漬物など農産加工品 日本酒[酒類]

農家
レストラン

持ち帰り販売の弁当
レストラン内での飲食[外食]
ケータリング

畜産 食肉（枝肉を含む）・内臓 家畜の生体、原皮

酪農 生乳、枝肉として販売される廃用牛 子牛、初妊牛、経産牛

共通 農産物価格に含まれる送料・包装代
別途請求する送料・包装代
販売手数料

•2019年10月1日、消費税率を８％から10％に引上げ

•同時に「酒類・外食を除く飲食料品」と「週２回以上発行される新聞
（定期購読契約に基づくもの）」を対象に消費税の軽減税率制度を実施
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農業の消費税② 軽減税率導入に伴う措置

•簡易課税制度のみなし仕入率の見直し（2019年10月～）

簡易課税制度では、仕入税額＝売上税額×みなし仕入率で計算

軽減税率対象品目は売上税額（８％）を基準に仕入税額を計算

農業についてみなし仕入率（70％）を維持すれば、仕入税額が過少に算出さ
れるため、食料品を生産する農林水産業のみなし仕入率を80％に引上げ

•区分記載請求書等保存方式（2019年10月～ 2023年9月）

・ 軽減税率の対象品目である旨（※印＋注記）

・ 税率ごとに合計した税込み対価の額 を記載

⇒ 免税事業者も発行を求められることがある（免税事業者も要対応）

•適格請求書等※保存方式[インボイス制度]（2023年10月～）

※適格請求書とは売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝
えるための手段

区分記載請求書の記載事項に加えて

・ 登録番号

・ 税率ごとの消費税額及び適用税率 を記載

⇒ 免税事業者は発行不可、登録を受けた課税事業者のみ発行可
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農業の消費税③ インボイス制度の導入とその影響

•インボイス制度の導入の農業への影響

たとえば、集落営農の農事組合法人の場合、免税事業者の組合員に支払う
従事分量配当の仕入税額控除が不可になるため経営に影響も



農業会計では売上高の計上が一般企業と異なる点に留意

法人化後は農地所有適格法人の要件を満たすことで農業経営基盤
強化準備金や肉用牛免税を活用

贈与税納税猶予制度適用農地は農地中間管理機構を通して法人
に貸付け

まとめ
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• 本画面に記載されている情報の著作権は、農林水産省に帰属します。

• 当画面における無断複製、転載、転送、販売、出版、配布等は社内用、
社外用を問わずいかなる場合においても禁止されており、著作権法等の
罰則対象となります。

• 当画面情報は信頼できる情報や各種データに基づいて作成しております
が、その正確性について担当講師ならびに農林水産省が保証するもの
ではありません。

• 担当講師ならびに農林水産省は本情報に基づいて被ったいかなる損
失・損害等についても一切の責任を負いません。

当講義映像、及び資料に関するご注意
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