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解説編の利用にあたって

1 ．本書は，2020年10月３日実施の第47回信用事業業務検定試

験「農業融資実務」に出題した試験問題の解答と解説を収

録しています。

2 ．試験問題は，弊社ホームページに掲載中の別ファイルをご

利用下さい。第46回から，試験問題と解答・解説を分けて

いますので，ご注意下さい。

3 ．解説に，2020年度の通信教育テキストの参照ページを記載

していますが，今後，通信教育テキストの改訂により参照

ページが変更になる可能性がありますので，ご注意ください。

4 ．解説は，原則として，選択肢の順序にあわせて記述してあ

りますが，説明の都合上必ずしもこの順序になっていな

いものもあります。

5 ．なお，試験問題と解説は，試験実施日を基準にしておりま

すので，勉強にあたっては，その後の「法令・規則・制

度等」の改正，変更にご注意下さい。

本書の内容についての照会先 　　　　　　

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１−12−１

農林中金アカデミー研修企画部

TEL　03−3217−3420
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農業金融の動向ならびに金融機関と農業の関わり

問　1　農業金融の動向ならびに金融機関と農

業の関わりに関する次の記述について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　農業金融を取扱う主な金融機関は JA バ

ンクと日本政策金融公庫である。

⑵　民間金融機関の農業向け融資は，2012 年

より年々減少傾向にある。

⑶　各金融機関が力を入れている取組みとし

て，農業ビジネスに関心がある取引先企業

と農業者とのビジネスマッチングがあげら

れる。

⑷　全国肉牛事業協同組合が牛の担保管理や

担保の査定を実施し，金融機関の ABL 組

成に協力する仕組みが推進されている。

⑸　金融機関は，新たに農業経営に参入しよ

うとする異業種の企業等への支援を行って

いる。

	 正解率　82％

正解　⑵	

　解　説

⑴　2019 年 3 月末の JA バンクの農業関

係資金貸付金残高は 2 兆 893 億円，日

本政策金融公庫の農業関係資金の貸

付金残高は 1 兆 9,413 億円である。一

方，2019 年 3 月末の農業向け融資残高

は，民間銀行が 8,308 億円，信用金庫

が 1,407 億円にとどまる。したがって，

⑴は正しい。テキスト 1，P4，1.JA バ

ンクの農業関係資金貸付金残高は 2 兆

円　参照

⑵　2019 年 3 月末時点における農業向

け融資残高は，民間銀行が 8,308 億円，

信用金庫が 1,407 億円，2012 年 3 月末

時点における同融資残高は，民間銀行

が 5,787 億円，信用金庫が 1,227 億円

であることから，民間金融機関の農業

向け融資は 2012 年より増加している。

したがって，⑵は誤りであり，これが

本問の正解である。テキスト1，P5，2.民

間銀行・信用金庫の農業・林業向け融

資残高は 8,600 億円程度　参照

⑶　JA バンクでは，系統団体・農林水産

業者および商工業者のニーズを収集し，

組織同士の恒常的な取引に繋げる取組

みを実施している。各金融機関は，顧

客企業を日常的に接点がない農業者と

引き合わせ，新たなビジネスの創出，

農商工連携実現化のサポートといった

「仲人」としての役割を担っている。し
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たがって，⑶は正しい。テキスト 1，

P6，1. 事例①　ビジネスマッチング　

参照

⑷　肉用牛では，トレーサビリティ法に

よって個体管理が徹底されていること

も追い風となり，全国肉牛事業協同組

合が牛の担保管理や担保の査定を実施

し，金融機関の ABL 組成に協力する

仕組みが推進されている。したがって，

⑷は正しい。テキスト 1，P7，2. 事

例②　新たな金融手法への取組み　参

照

⑸　農業経営の大規模化，法人化，業態

転換といった動きや，異業種の企業が

農業法人を設立し，新たに農業経営に

参入しようとする企業等への金融機関

による支援も行われている。したがっ

て，⑸は正しい。テキスト 1，P7，3. 事

例③　経営相談　参照

テキスト 1  P4 ～ 7

農 業 を 行 う 人 の 分 類

問　2　農業を行う人の分類に関する次の記述

について，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　農産物販売金額が年間 50 万円以上の農家

は，販売農家である。

⑵　農業所得が主で，1 年間に 60 日以上自営

農業に従事している 50 歳の者がいる農家

は，主業農家である。

⑶　世帯員のなかに兼業従事者が 1 人もいな

い農家は，専業農家である。

⑷　第 1 種兼業農家とは，世帯員のなかに兼

業従事者が 3 名以上いる農家のことである。

⑸　農家以外で耕地及び耕作放棄地を 10a

所有している世帯は，土地持ち非農家で

ある。

	 正解率　52％

正解　⑷	

　解　説

⑴　販売農家とは，経営耕地面積が 30a

以上または農産物販売金額が年間 50 万

円以上の農家のことである。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト 1，P18，4. 農

家等分類　図表 1-1-7-1　参照

⑵　主業農家とは，農業所得が主（農家

所得の 50％以上が農業所得）で，1 年

間に 60 日以上自営農業に従事してい

る 65 歳未満の者がいる農家である。し

たがって，⑵は正しい。テキスト 1，

P18，4. 農家等分類　図表 1-1-7-1　参

照

⑶　専業農家とは，世帯員のなかに兼業

従事者が 1 人もいない農家である。し

たがって，⑶は正しい。テキスト 1，

P18，4. 農家等分類　図表 1-1-7-1　参

照

⑷　第 1 種兼業農家とは，世帯員のなか

に兼業従事者が 1 名以上おり，かつ農

業所得の方が兼業所得よりも多い農家

のことである。したがって，⑷は誤り

であり，これが本問の正解である。テ

キスト 1，P18，4. 農家等分類　図表

1-1-7-1　参照

⑸　土地持ち非農家とは，農家以外で耕

地及び耕作放棄地を 5a 以上所有してい

る世帯のことである。したがって，⑸

は正しい。テキスト 1，P18，4. 農家

等分類　図表 1-1-7-1　参照

テキスト 1  P18
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集 落 営 農

問　3　集落営農に関する次の記述について，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　集落営農とは，集落等地縁的にまとまり

のある一定の地域内の農業者が農産物の販

売を共同して行う営農活動のことをいう。

⑵　集落営農の運用形態であるオペレーター

型とは，集落で機械や施設を共同で所有す

ることをいう。

⑶　集落営農は，法人格を持つものがある。

⑷　集落営農のデメリットとして，農地の面

的集積があげられる。

⑸　集落営農は，人手の確保が容易である。

	 正解率　54％

正解　⑶	

　解　説

⑴　食料・農業・農村白書では，集落営

農を，「集落等地縁的にまとまりのある

一定の地域内の農業者が農業生産を共

同して行う営農活動」と定義しており，

設問記載の農産物の販売ではない。し

たがって，⑴は誤りである。テキスト 1，

P24，1. 集落営農とは（定義）　参照

⑵　集落営農の運用形態であるオペレー

ター型とは，集落営農の構成員である

オペレーターや認定農業者等の担い手

が，機械や施設を利用した基幹作業を

受託し，補完作業は他の農業者が行う

形態のことをいう。したがって，⑵は

誤りである。テキスト 1，P24，1. 集

落営農とは（定義）　参照

⑶　集落営農は，一般的に法人格を持た

ない任意組織であるが，法人格を持つ

ものもあり，必ずしも「集落営農＝任

意組織」ではないことに注意が必要で

ある。したがって，⑶は正しく，これ

が本問の正解である。テキスト 1，P24

～ 25，1. 集落営農とは（定義）　参照

⑷　集落営農のメリットとして，地縁的

にまとまりのある一定の範囲の農地を

面としてまとめて利用できるという有

利性があり，耕作放棄地を出さないで

農地を保全，管理できることが期待さ

れている。したがって，⑷は誤りである。

テキスト 1，P26，3.「集落営農」のメ

リット　参照

⑸　集落営農の課題として，もともと若

い農業者が少ないため，集落営農を組

織した場合，会社を定年退職して就農

する高齢者か，他に仕事を持っている

人の休日労働に依存せざるを得ないこ

とがある。したがって，⑸は誤りである。

テキスト 1，P26，4.「集落営農」の課

題　参照

テキスト 1  P24 ～ 26

農 業 法 人

問　4　農業法人に関する次の記述について，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　農業法人とは，会社法に基づく農事組合

法人のことをいう。

⑵　農業法人は，農地法上の区分として「農

地所有適格法人」と「農事組合法人」に分

かれる。

⑶　「農業法人白書」によると，農業法人は，

売上規模が大きいほど，経営効率は悪化し

ている。

⑷　「農業法人白書」によると，農業法人は，

売上規模が拡大するにつれ，地方銀行から
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の借入割合が高くなっている。

⑸　「農業法人白書」によると，農業法人の専

門家との顧問契約は，社会保険労務士が最

も多い。

	 正解率　45％

正解　⑷	

　解　説

⑴　農業法人とは，農業を営む法人の総

称である。根拠法により，農業協同組

合法に基づく法人（農事組合法人）と

会社法に基づく法人（株式会社，合名

会社，合資会社，合同会社）に区分さ

れる。したがって，⑴は誤りである。

テキスト 1，P28，1. 農業法人とは（定

義）　参照

⑵　農業法人は，農地法上の区分として，

農用地の取得が可能となる「農地所有

適格法人」と，それ以外の「一般農業

法人」に分かれる。したがって，⑵は

誤りである。テキスト 1，P28，1. 農

業法人とは（定義）　参照

⑶　公益社団法人日本農業法人協会が

発行する「農業法人白書」（2018 年 3

月）によると，従事者 1 人当りの売

上高（売上高÷従事者数）は，売上高 

5 億円以上の農業法人が 6,005 万円，

売上高 3 千万円未満の法人が 263 万円

となっており，売上規模が大きいほど，

経営効率が高い経営となっている。し

たがって，⑶は誤りである。テキスト 1，

P30，2.「農業法人」の姿　図表 1-1-

10-4　参照

⑷　「農業法人白書」によると，農業法人

の地方銀行からの借入割合は，売上高

5 千万円未満の法人が 60.7％，同 10 億

円以上が 88.1％で，売上規模が拡大す

るにつれ，地方銀行からの借入割合が

高くなっている。したがって，⑷は正

しく，これが本問の正解である。テキ

スト 1，P8，1. 現状と課題　図表 1-1-

4-1　参照

⑸　「農業法人白書」によると，専門家と

の顧問契約について，税理士・会計士

が 89.4％で最も多く，社会保険労務士が

40.6％，経営コンサルタントが 10.1％と

なっている。したがって，⑸は誤りであ

る。テキスト 1，P31，2.「農業法人」の

姿　⑶特徴　③成長の段階にあり，「拡

大したい」と考えている　参照

テキスト 1  P8，28 ～ 31

食の外部化と食生活の急激な変化

問　5　食の外部化と食生活の急激な変化に関

する次の記述について，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　「食の外部化」とは，家計の食料品消費の

うち，外食，中食等の需要が増加してきた

ことをいう。

⑵　「食」の外部化を促している要因として，

女性の社会進出があげられる。

⑶　「農林水産統計データ」によると，国民

1 人 1 年当りの 2018 年の米の供給量は，

1960 年に比べ 2 分の 1 以下に減少した。

⑷　日本人の供給熱量源は，肉類と牛乳・乳

製品を合わせた動物性たんぱく質が第一で

ある。

⑸　カロリーベースの食料自給率とは，国民

に供給されている輸入を除く食料の全熱量

の合計を分母，国産で賄われた熱量を分子

として計算した値である。
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	 正解率　63％

正解　⑸	

　解　説

⑴　「食の外部化」とは，家計の食料品消

費のうち，外食，中食等の需要が増加

してきたことをいう。女性の社会進出，

独身世帯の増加に加え，外食産業の経

営努力もあって，外部化する傾向にあ

る。したがって，⑴は正しい。テキス

ト 1，P38，食料の現状①「食の外部化」

　Q ＆ A　参照

⑵　「食」の外部化を促している要因とし

て，女性の社会進出があげられる。総

務省の労働力調査によると，2018 年に

おける女性の労働力人口は約 3,014 万

人となっており，パートを含めた雇用

者は急速に増えている。したがって，

⑵は正しい。テキスト 1，P39，2. 外

部化率が高まる背景～女性の社会進出，

世帯構造の変化，外食産業の発展　参照

⑶　「農林水産統計データ」によると，国

民 1 人 1 年当りの米の供給量は 1960

年 114.9kg，2018 年（ 概 算 値 ） は

53.8kg（1960 年の供給量の 46.8％）に

減少した。したがって，⑶は正しい。

テキスト 1，P41，1. カロリー摂取の「主

役」であった米の消費減退　参照

⑷　日本人の供給熱量源は，肉類と牛乳・

乳製品を合わせた動物性たんぱく質が

第一となり，それに続いて米，穀物，

魚介類などが続くという状態である。

したがって，⑷は正しい。テキスト 1，

P42，2. 畜産物，油脂類の消費増　参照

⑸　カロリーベースの食料自給率とは，

国民に供給されている食料の全熱量合

計を分母，国産で賄われた熱量を分子

として計算した値である。この分母は，

輸入も含め国民に供給されている全熱

量の合計であるため，国内の農業生産

が変わらなくても，輸入が増えると自

動的に自給率が下落することになる。

したがって，⑸は誤りであり，これが

本問の正解である。テキスト 1，P43，

3. カロリーベースでの自給率低下…「国

産牛肉」が意味すること　参照

テキスト 1  P38 ～ 43

耕 作 放 棄 地

問　6　耕作放棄地に関する次の記述につい

て，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　耕作放棄地を所有者別にみると，農家に

よるものが 80％以上を占める。

⑵　2015年の農林業センサスによると，耕作放

棄地は，福井県の総面積を上回る広さである。

⑶　耕作放棄地とは，以前耕地であったもの

で，過去 1 年以上作物を栽培せず，しかも

この数年の間に再び耕作する考えのない土

地のことである。

⑷　日本の農地集積が進まない原因の 1 つに

農地の転用期待があげられる。

⑸　「人・農地プラン（地域農業マスタープラ

ン）」を策定すると，農業次世代人材投資資

金などの支援が受けられる。

	 正解率　66％

正解　⑴	

　解　説

⑴　耕作放棄地を所有者別にみると，耕

作放棄地 424 千 ha のうち，農家による

ものが 218 千 ha，土地持ち非農家によ
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る耕作放棄地 206 千 ha と，土地持ち

非農家による割合が約 48％と半数近く

を占めている状況である。したがって，

⑴は誤りであり，これが本問の正解で

ある。テキスト 1，P45，1. 耕作放棄

地とは　参照

⑵　2015年の農林業センサスによると，

耕作放棄地は約 424 千 ha あり，これは

東京都の約 1.9 倍，福井県の総面積を上

回る広さで，この面積は25年間で2.0 倍

に広がった。したがって，⑵は正しい。テ

キスト1，P45，1.耕作放棄地とは　参照

⑶　耕作放棄地とは，以前耕地であった

もので，過去 1 年以上作物を栽培せず，

しかもこの数年の間に再び耕作する考

えのない土地のことをいう。転用期待，

米価政策，高齢化等の影響を受け，増

加に歯止めがかかっていない状況にあ

る。したがって，⑶は正しい。テキス

ト 1，P45，農業の現状①「耕作放棄地」

　Q ＆ A　参照

⑷　日本の優良農地のうち，特に水田は

広い区画で平坦で水はけがよく，また，

農道の整備でアクセスもよい場合が多

くある。このような土地は農地として

だけでなく，工業用地としても住宅用

地としても好条件の土地で，さらに道

路や公共施設など公共事業への転用も

考慮すれば，大都市近郊だけでなく，

日本の至る所で非農業用地への転用機

会が生じているといえる。したがって，

⑷は正しい。テキスト 1，P46，2. な

ぜ耕作放棄地が広がるのか　参照

⑸　2012 年度より各市町村において，集

落・地域の話合いによって，今後の中

心となる経営体（個人・法人・集落営

農等）はどこか，中心となる経営体に

どうやって農地を集めるか，中心とな

る経営体とそれ以外の農業者を含めた

地域農業のあり方等を記載した「人・

農地プラン（地域農業マスタープラン）」

の策定が進められている。この「人・

農地プラン」を策定すると，①農業次

世代人材投資資金（経営開始型）②スー

パー L 資金の当初 5 年間無利子化など

の支援が受けられる。したがって，⑸

は正しい。テキスト 1，P48，3. 人・農

地の問題解決に向けた国の施策　参照

テキスト 1　P45 ～ 48

流 通 構 造 の 変 化

問　7　流通構造の変化に関する次の記述につ

いて，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　野菜流通に占める加工品の流通量は年々

減少している。

⑵　野菜の市場経由率は，1980 年代中頃から

横ばいで推移している。

⑶　卸売市場における，競り取引は減少して

いる。

⑷　市場流通の特徴的な動きとして，卸売市

場が量販店向けの物流センターとしての機

能を縮小することがあげられる。

⑸　市場外流通の 6 つの類型のなかで個別の

取扱高規模が最も大きいのは，宅配業者が

産地から購入し，消費者等に販売する形態

である。

	 正解率　69％

正解　⑶	

　解　説

⑴　1986 年の段階では 11％に過ぎなかっ
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た加工品のシェアは 26％程度（2011 年）

に達しており，野菜流通に占める加工

品の流通量は年々高まっている。した

がって，⑴は誤りである。テキスト 1，

P54，1. 輸入加工野菜が国内生鮮野菜

のシェアを押し下げた　参照

⑵　野菜の市場経由率（全国の総流通

量のうち卸売市場を経由する割合）

は，1980 年代中頃の 89％をピークに，

2016 年には 67.2％に減少した。した

がって，⑵は誤りである。テキスト 1，

P54，2. 卸売市場のあり方が変わって

きた　参照

⑶　卸売市場における競り取引は減少し

ていて，売手である卸売業者と買手で

ある仲卸業者または売買参加者との合

意によって価格を決めること（これを

「相対（あいたい）」という）の方が増

えている。したがって，⑶は正しく，

これが本問の正解である。テキスト 1，

P55，2. 卸売市場のあり方が変わって

きた　参照

⑷　市場流通の特徴的な動きとして，卸

売市場が量販店向けの物流センターと

しての機能を有するものがあげられ

る。量販店の本部機能の一部であった

物流センターが，コスト削減のために

卸売市場に委託する動きもあり，生鮮

青果に加えて水産物や加工品までも一

括配送する卸売市場も登場した。した

がって，⑷は誤りである。テキスト 1，

P55，2. 卸売市場のあり方が変わって

きた　参照

⑸　市場外流通の 6 つの類型のなかで個

別の取扱高規模が最も大きいのは，（JA

と）戸田，平塚，高槻の 3 市にある全

農青果センターを経由する形態（準市

場型）である。したがって，⑸は誤り

である。テキスト 1，P56，3. 流通が

多様化している　参照

テキスト 1  P54 ～ 56

「農商工連携」と「6 次産業化」

問　8　「農商工連携」と「6次産業化」に関

する次の記述について，正しいものを 1つ選

びなさい。

⑴　中小企業基盤整備機構の「地域力連携拠

点事業の手引き　農商工連携支援」による

と，農商工連携とは，農林漁業者と商工業

者が互いに競争することにより，両者の売

上や利益の増加を目指そうとする取組みの

ことである。

⑵　農商工連携の事業目的の 1 つに，「未利用

資源の活用」があげられる。

⑶　「農商工等連携促進法」では，中小企業者

が作成・申請する事業計画で，国が認定し

たものを支援対象としている。

⑷　6 次産業化とは，農林漁業者（1 次産業）

が自ら流通・販売（3 次）に乗り出すこと

のみをいう。

⑸　6 次産業化・地産地消法では，総合化事

業計画にかかる認定を受ける農林漁業者等

は，法人でなければならない。

	 正解率　53％

正解　⑵	

　解　説

⑴　中小企業基盤整備機構の「地域力連

携拠点事業の手引き　農商工連携支援」

では，農商工連携を「農林漁業者と商

工業者等が通常のビジネスの枠を超え
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て協力し，お互いの経営の強みを持ち

寄って，売れる新商品・新サービスの

開発・生産等を行うことで，両者の売

上や利益の増加を目指そうとする取組

み」と定義している。したがって，⑴

は誤りである。テキスト 1，P75，トピッ

クス②「農商工連携」と「6 次産業化」

　Q ＆ A　参照

⑵　農商工連携の取組みは，その事業目

的によって，「相互補完」「未利用資

源の活用」「形式知への転換」の 3 つ

に類型化することができる。「未利用

資源の活用」は，これまで捨てていた

ものを活用し，新たな商品に仕立てる

ことを目的とする取組みである。した

がって，⑵は正しく，これが本問の正

解である。テキスト 1，P76，2.「農商

工連携」取組みの背景とその類型　参

照

⑶　農商工連携の代表的な支援策として，

「農商工等連携促進法」がある。同法で

は，農林漁業者，中小企業者が共同し

て作成・申請する事業計画であって，

国が認定したものを支援対象としてい

る。したがって，⑶は誤りである。テ

キスト 1，P77，3.「農商工連携」実現

に向けた国の支援策　参照

⑷　6 次産業化とは，農林業漁者（1 次産

業）が自ら加工（2 次），流通・販売（3 次）

に乗り出すことで，2 次，3 次産業で付

加されていた農林水産物の付加価値を

自ら得て，所得向上や農山漁村の地域

資源を活かした産業振興につなげてい

こうとする取組みである。したがって，

⑷は誤りである。テキスト 1，P78，4.「6

次産業化」とは　参照

⑸　6 次産業化・地産地消法では，総合

化事業計画にかかる認定を受けること

ができる農林漁業者等は，個人・法人，

農林漁業者の組織する団体である。し

たがって，⑸は誤りである。テキスト 1，

P79，5.「6 次産業化」に関する国の支

援策　参照

テキスト 1  P75 ～ 79

G A P

問　9　GAPに関する次の記述について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　GAP（Good Agricultural Practice）とは，

農業における生産工程管理の取組みのこと

である。

⑵　欧州では，1997 年に EUREPGAP とい

う認証制度が発足した。

⑶　日本では，最初に EUREPGAP を取得し

た事業者の導入事例をベースにして，2004

年に日本版 GAP（JGAP，ジェイギャップ）

が生まれた。

⑷　GAP の認証取得まで，平均半年～ 1 年程

度かかるとされる。

⑸　国際水準 GAP では，作業者の労働安全

確保や人権保護に関する取組みは求められ

ていない。

	 正解率　89％

正解　⑸	

　解　説

⑴　GAP（Good Agricultural Practice）

とは，農業において，食品安全，環境

保全，労働安全等の持続可能性を確保

するための生産工程管理の取組みのこ

とである。したがって，⑴は正しい。
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テキスト 1，P90，1.GAP とは（定義）

　参照

⑵　 欧 州 で は，1990 年 代 に 政 府 お よ

び関係団体による GAP づくりが盛

んとなり，1997 年には，主要なスー

パーマーケットが呼びかけ，商業的

に利用できる統一した GAP である

EUREPGAP という認証制度が発足し

た。EUREPGAP は「小売業者が受け

入れ可能な，農業生産の最低限の基準」

を目指していたことから欧州では急速

に普及し，事実上の国際標準にまで成

長，2007 年 9 月には「GLOBALGAP（グ

ローバルギャップ）」と名称を変更した。

したがって，⑵は正しい。テキスト 1，

P91，2.GAP 普及の背景　参照

⑶　日本では，最初に EUREPGAP を取

得した片山りんご（株）（青森県）と

農事組合法人和郷園（千葉県）の導入

事例をベースにして 2004 年，日本版

GAP（JGAP，ジェイギャップ）が生

まれた。したがって，⑶は正しい。テ

キスト 1，P91，3. 日本における GAP

の取組み　参照

⑷　GAP の認証取得までの流れとして

は，①専門家による座学研修の受講な

らびに情報の整備・文書化等，②審査

会社による審査（現地で取組みを確認），

③認証取得となり，平均半年～ 1 年程

度かかる。したがって，⑷は　正しい。

テキスト 1，P95，7.GAP 認証取得ま

での流れ　参照

⑸　国際水準 GAP では，人材確保の観

点から，食品安全や環境保全を確保す

る取組みのみならず，作業者の労働安

全確保や人権保護に関する取組みが求

められている。したがって，⑸は誤り

であり，これが本問の正解である。テ

キスト 1，P92，4.GAP 等の規格・認

証の重要性の高まり　参照

テキスト 1  P90 ～ 95

農業参入と地理的表示保護制度

問　10　農業参入と地理的表示保護制度に関

する次の記述について，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　農業生産法人（農地所有適格法人）以外

の一般企業等が市町村から農地を借り入れ

て農業参入できるようにする規制緩和措置

が 2003 年度に導入された。

⑵　国内の流通業界等，これまで海外に原料

調達先を求めていた企業が「国内回帰」の

動きを見せている。

⑶　企業が農業参入できる農地は，耕作放棄

地や条件の悪い農地であるケースが多い。

⑷　地理的表示保護制度とは，産品の機能を

知的財産として保護するものである。

⑸　地理的表示保護制度では，農林水産大臣

が審査のうえ，地理的表示および団体を登

録する。

	 正解率　18％

正解　⑷	

　解　説

⑴　耕作放棄地の利用の増進を図るため，

構造改革特区制度を活用し，農業生産

法人（農地所有適格法人）以外の一般

企業等が市町村から農地を借り入れて

農業参入できるようにする規制緩和措

置（いわゆるリース特区）が 2003 年

度に導入され，2005 年度全国展開され
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た。したがって，⑴は正しい。テキス

ト 1，P96，1. 多様な主体による農業

参入は増加　参照

⑵　国内の流通業界は，有機 JAS 認証野

菜を自社農場で生産し，食に対するブ

ランドイメージ向上を図るケースなど，

国内生産の回帰の動きを見せている。

したがって，⑵は正しい。テキスト 1，

P97，2. 流通業界が国内農業に目を向

けている　参照

⑶　日本政策金融公庫が行った「企業の

農業参入に関する調査」によると，農

業参入までの準備期間に取り組んだ内

容として，最も多くの企業が「農地確

保・土壌改良」をあげている。これは，

参入できる農地が耕作放棄地や条件の

悪い農地であるケースが多く，作付け

までに土壌改良の必要があることが判

明し，改良に想定外の時間と費用を要

したことが原因となっている。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト 1，P98，3. 農

業参入における課題　参照

⑷　地理的表示保護制度とは，品質，社

会的評価その他の確立した特性が産地

と結び付いている産品について，その

名称（地理的表示）を知的財産として

保護するものである。国際的に広く認

知されており，100 カ国を超える国で

導入されている。したがって，⑷は誤

りであり，これが本問の正解である。

テキスト 1，P99，1. 地理的表示保護

制度とは　参照

⑸　地理的表示保護制度では，農林水産

大臣が審査のうえ，地理的表示および

団体を登録する。基準を満たすものに

「地理的表示」および登録標章（GI マー

ク）の使用を認める。したがって，⑸

は正しい。テキスト 1，P99，1. 地理

的表示保護制度とは　参照

テキスト 1  P96 ～ 100

農地制度に関する法律ならびに農地制度の歴史的経緯

問　11　農地制度に関する法律ならびに農地

制度の歴史的経緯に関する次の記述について，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　「農地法」は，1952 年に耕作者の経営の

安定と農業販売力の増進を図るために制定

された。

⑵　「農業経営基盤強化促進法」には，利用権

設定等促進事業が定められている。

⑶　「農業経営基盤強化促進法」は，農用地区

域等について定めた法律である。

⑷　「農地法」の成立は，耕地面積の規模拡大

に寄与した。

⑸　2009 年に改正された「農地法」では，農

業生産法人制度が創設された。

	 正解率　45％

正解　⑵	

　解　説

⑴　「農地法」は，1952 年，農地改革の

成果を維持し，耕作者の経営の安定と

農業生産力の増進を図るために制定さ

れた。同法は，農地権利移動の許可制・

農地転用の許可制・農地賃貸借契約の

解約等の制限・遊休農地対策等の諸措

置を定めており，農地等が生産性の高

い経営体によって効率的に利用される

ようにするとともに，優良な農地の確

保を図っている。したがって，⑴は誤

りである。テキスト 1，P112，1. 農地
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制度を規定する主な法律　⑴農地法　

参照

⑵　「農業経営基盤強化促進法」では，農

地所有者が安心して，意欲ある農業者

に農地を貸すことができるようにする

ための利用権設定等促進事業等の法的

枠組みが設けられている。したがって，

⑵は正しく，これが本問の正解である。

テキスト 1，P113，1. 農地制度を規定

する主な法律　⑵農業経営基盤強化促

進法　参照

⑶　「農業経営基盤強化促進法」は，育成

すべき効率的かつ安定的な農業経営の

目標に向けて農業経営の改善を計画的

に進めようとする農業者の経営管理の

合理化，その他の農業経営基盤の強化

を促進するための措置を総合的に推進

する仕組みを定めるものである。農用

地区域等については「農業振興地域の

整備に関する法律」に定められている。

したがって，⑶は誤りである。テキス

ト 1，P112，1. 農地制度を規定する主

な法律　⑵農業経営基盤強化促進法　

参照

⑷　「農地法」は，小規模自作農が農地

を所有するという形態を維持させる観

点からつくられているため，農地の売

買または貸借による流動化を妨げ，耕

地面積の拡大を阻害するという新たな

課題を生んだ。したがって，⑷は誤り

である。テキスト 1，P115，2. 新た

な課題の発生～農地流動化の阻害　参

照

⑸　2009 年に改正された「農地法」では，

農地を効率的に利用する者による権利

取得者を促進するという大きな改正が

行われた。農業生産法人制度が創設さ

れたのは 1962 年に改正された「農地法」

である。したがって，⑸は誤りである。

テキスト 1，P117 ～ 119，4.2009 年改

正農地法の成立　参照

テキスト 1  P112 ～ 119

農業振興地域制度と農地価格

問　12　農業振興地域制度と農地価格に関す

る次の記述について，正しいものを 1つ選び

なさい。

⑴　農業振興地域制度とは，長期にわたって

農業を振興する地域を明確にして，農業の

健全な発展を図ろうとするものである。

⑵　農用地区域は，短期的に農業上の利用を

確保すべき土地の区域として位置づけられ

る。

⑶　農業振興地域のうち，いわゆる農振白地

における開発行為は，特に制約を受けない。

⑷　農地の売買価格は，農業委員会が定める。

⑸　「田畑売買価格等に関する調査」（2018 年

5 月時点）によると，農地価格は上昇が続

いている。

	 正解率　91％

正解　⑴	

　解　説

⑴　農業振興地域制度とは，長期にわたっ

て農業を振興する地域を明確にして，

農業と農業以外への土地利用の調整を

図り，整備を計画的，集中的に行うこ

とにより，農業の健全な発展を図ろう

とするものである。したがって，⑴は

正しく，これが本問の正解である。テ

キスト 1，P127，農業振興地域制度　
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Q ＆ A　参照

⑵　農業振興地域の整備に関する法律（農

振法）では，農用地区域は，おおむね

10 年以上の相当長期にわたり農業上の

利用を確保すべき土地の区域として位

置づけられ，農用地利用計画で農業上

の用途が指定される。したがって，⑵

は誤りである。テキスト 1，P129，3. 農

用地区域　参照

⑶　いわゆる農振白地における開発行為

によって農用地区域の農用地等の農業

上の利用に支障を及ぼすおそれがある

ときは，その防止に必要な措置を講ず

ることが必要であり，知事の勧告等の

制度が設けられている。したがって，

⑶は誤りである。テキスト 1，P129 ～

130，5. 農振白地　参照

⑷　農地の売買価格は，田か畑かという

土地の種類，どの程度生産力があるか

という土地の優劣，市街化区域か農用

地区域かという土地の位置，農地とし

て利用するのか，宅地等に転用するの

かという利用目的等によって決まる。

したがって，⑷は誤りである。テキス

ト 1，P134，1. 農地の売買価格につい

て（基本的な考え方）　参照

⑸　「 田 畑 売 買 価 格 等 に 関 す る 調 査 」

（2018 年 5 月時点）によると，純農業

地域の農用地区域の農地価格は 24 年連

続，都市的農業地域の市街化調整区域

の農用地区域の農地価格は 26 年連続

の価格下落となっている。したがって，

⑸は誤りである。テキスト1，P135，2.統

計から見た農地価格　参照

テキスト 1  P127 ～ 130，134 ～ 136

農地法における「農地所有適格法人」

問　13　農地法における「農地所有適格法人」

に関する次の記述について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　農地所有適格法人とは，農地等の権利（所

有権，賃借権等）を取得して農業経営を行

うことができる法人のことである。

⑵　農地所有適格法人に該当するには，「法人

形態要件」「事業要件」「構成員要件」「業務

執行役員（経営責任者）要件」のうち 1 つ

の要件を満たせばよい。

⑶　農地所有適格法人でなくなった場合は，

農業委員会はその法人が所有する農地等や，

その法人に貸し付けられている買収すべき

農地等を公示する。

⑷　農地所有適格法人の構成員要件を満たす

には，農業関係者が，総議決権の 2 分の 1

超を有しなければならない。

⑸　農地所有適格法人の業務執行役員（経営

責任者）要件を満たすには，業務執行役員

の過半を農業の常時従事者（原則年間 150

日以上）で占めていなければならない。

	 正解率　86％

正解　⑵	

　解　説

⑴　農地所有適格法人とは，農地法で規

定された呼び名で，農地等の権利（所

有権，賃借権等）を取得して農業経営

を行うことができる法人のことである。

なお，農地所有適格法人は，行政庁の

特別の認可，認定，登録等の手続は不

要で，農業経営体としてふさわしい農

地法上の要件をすべて備えてさえいれ

ば農地所有適格法人となる。したがっ
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て，⑴は正しい。テキスト 1，P138，1.「農

地所有適格法人」とは　参照

⑵　農地所有適格法人に該当するには，

「法人形態要件」「事業要件」「構成員要

件」「業務執行役員（経営責任者）要件」

のすべてを満たさなければならない。

農地所有適格法人は，毎年，必要な事

項を農業委員会に報告しており，要件

を欠くおそれのある際には，農業委員

会は必要な措置を講ずべきことを勧告

する。したがって，⑵は誤りであり，

これが本問の正解である。テキスト 1，

P139，2.「農地所有適格法人」の要件

　参照

⑶　農地所有適格法人でなくなった場合

は，農業委員会はその法人が所有する

農地等や，その法人に貸し付けられて

いる買収すべき農地等を公示する。当

該法人が，3 カ月以内に再びすべての

要件を満たせば，公示は取り消され買

収は免除となる。満たせなかった場合

は，その後 3 カ月以内に当該法人は農

地等を譲渡し，当該法人に貸し付けて

いる農地等の所有者はその返還を受け

なければならない。したがって，⑶は

正しい。テキスト 1，P139，2.「農地

所有適格法人」の要件　参照

⑷　農地所有適格法人の構成員要件は，

農業関係者が，総議決権の 2 分の 1 超

を有すること，また，農業関係者以外

の構成員が総議決権の 2 分の 1 未満で

あることである。したがって，⑷は正

しい。テキスト 1，P139，2.「農地所

有適格法人」の要件　⑶構成員要件　

参照

⑸　農地所有適格法人の業務執行役員（経

営責任者）要件を満たすには，以下の

①②の要件をすべて満たす必要がある。

①業務執行役員の過半を農業の常時従事

者（原則年間 150 日以上）で占めてい

ること。

②業務執行役員または重要な使用人（農

場長等）のうち 1 人以上が，その法人

の農作業に原則として年間 60 日以上従

事すること。

　　したがって，⑸は正しい。テキスト 1，

P140，2.「農地所有適格法人」の要件

　⑷業務執行役員（経営責任者）要件

　参照

テキスト 1  P138 ～ 140

農地制度の運用にかかわる組織と
役割ならびに農地等の売買，貸借

問　14　農地制度の運用にかかわる組織と役

割ならびに農地等の売買，貸借に関する次の

記述について，誤っているものを 1つ選びな

さい。

⑴　農業委員会の業務の重点は，農地等の利

用の最適化の推進である。

⑵　農地中間管理機構（農地集積バンク）は，

各都道府県に 1 つ（農業公社など）あり，

市町村農業委員会と密接に連携をとって対

応している。

⑶　市町村は，効率的かつ安定的な農業経営

を営む者に対する農用地の利用の集積に関

する目標などを定めた農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想を定める。

⑷　農地を取得しようとする者が，耕作等の

事業に常時従事（年間 150 日以上）すると

認められない場合，農地の取得は原則とし

て許可されない。
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⑸　農地所有適格法人の要件を満たさなけれ

ば，農地の賃借権，使用貸借権を取得する

許可を受けることはできない。

	 正解率　55％

正解　⑸	

　解　説

⑴　2015 年度の法改正により，農業委員

会の業務の重点は農地等の利用の最適

化（担い手への農地利用の集積・集約

化，耕作放棄地の発生防止・解消，新

規参入の促進）の推進であることが明

確にされた。したがって，⑴は正しい。

テキスト 1，P141，1. 農業委員会系統

組織　⑴農業委員会　参照

⑵　農地中間管理機構（農地集積バンク）

の役割は，信頼できる農地の中間的受

け皿として，担い手への農地利用の集

積・集約化を推進することである。各

都道府県に 1 つ（農業公社など）あり，

市町村農業委員会と密接に連携をとっ

て対応している。したがって，⑵は正

しい。テキスト 1，P142 ～ 143，2. 農

地中間管理機構（農地集積バンク）　参

照

⑶　市町村は，農業経営基盤の強化の促

進に関する目標，効率的かつ安定的な

農業経営を営む者に対する農用地の利

用の集積に関する目標などを定めた農

業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想を定める。また，市町村は，

効率的かつ安定的な農業経営を育成す

るために，この基本構想に基づいて認

定農業者を認定する。したがって，⑶

は正しい。テキスト 1，P143，4. 市町

村　参照

⑷　許可基準は，農地法に明示されてお

り，農地を取得しようとする者（また

はその世帯員）が，耕作等の事業に常

時従事（年間 150 日以上）すると認め

られない場合，原則として農地の取得

は許可されない。つまり，自己の農業

経営に必要な農作業があるにもかかわ

らず他人に作業をしてもらうといった，

いわゆる名目上の農地取得は認めない

という趣旨である。したがって，⑷は

正しい。テキスト 1，P144 ～ 145，2. 農

地法 3 条の許可申請と許可基準　参照

⑸　2009 年 12 月の改正農地法施行に伴

い，農地所有適格法人の要件を満たさ

なくても，一定の要件を満たせば農地

の賃借権，使用貸借権を取得する許可

を受けることができるようになった。

これに伴い，農地所有適格法人以外の

法人の農業参入について，参入区域の

制限がなくなり，また，行政等を介さ

ず土地所有者との相対で貸借できるよ

うになった。したがって，⑸は誤りで

あり，これが本問の正解である。テキ

スト 1，P146，3. 法人として必要な追

加要件　⑵賃借権，使用貸借権を取得

する場合　参照

テキスト 1  P141 ～ 146

農地転用と利用権設定による耕作

問　15　農地転用と利用権設定による耕作に

関する次の記述について，正しいものを 1つ

選びなさい。

⑴　農地を転用する場合は，原則として農業

委員会の許可が必要となる。

⑵　第 1 種農地の農地転用は，原則許可され
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る。

⑶　利用権とは，田畑を貸し付ける際に設定

される農地賃貸借の権利のことである。

⑷　利用権の特徴は，利用権を設定した農地

は，契約期間を過ぎれば自動的に契約更新

されることである。

⑸　利用権設定等促進事業に基づく権利移動

の特徴として，農地法第 3 条の権利移動の

許可を得る必要がある。

	 正解率　25％

正解　⑶	

　解　説

⑴　農地を転用する場合または農地を転

用するために権利の移転等を行う場合

には，原則として都道府県知事または

指定市町村の長の許可が必要となる。

農地転用をする者は，農業委員会を経

由して，許可権者に，許可申請書を提

出することになる。なお，市街化区域

内農地の転用については，農業委員会

への届出制となっている。したがって，

⑴は誤りである。テキスト1，P148，1.農

地転用の目的と概要　参照

⑵　第 1 種農地とは，10ha 以上の規模の

一団の農地，土地改良事業等の対象と

なった農地等良好な営農条件を備えて

いる農地のことで，農地転用は原則不

許可である（土地収用法対象事業等の

ために転用する場合，例外許可）。した

がって，⑵は誤りである。テキスト 1，

P149，2. 農地転用の許可基準　図表

1-3-9-2　参照

⑶　利用権とは，田畑を貸し付ける際に

設定される農地賃貸借の権利のことで

ある。1980 年の農用地利用増進法のな

かで制度化され，農業経営基盤強化促

進法に引き継がれ，現在に至っている。

したがって，⑶は正しく，これが本問

の正解である。テキスト 1，P151，1. 利

用権設定とは　参照

⑷　利用権の特徴は，利用権を設定した

農地は，契約更新しない限り，契約期

間を過ぎれば自動的に地主に返却され

ることである。これにより，地主が安

心して農地を貸し付けることができる

ようになったことから，賃貸借による

農地流動化，農業経営の規模拡大が進

んだ。したがって，⑷は誤りである。

テキスト 1，P151，1. 利用権設定とは

　参照

⑸　利用権設定等促進事業に基づく権利

移動の特徴として，農地法第 3 条の権

利移動の許可が適用除外となっており，

農業委員会または都道府県知事の許可

を改めて得る必要はない。したがって，

⑸は誤りである。テキスト1，P152，3.利

用権設定等促進事業に基づく権利移動

の特徴　参照

テキスト 1  P148 ～ 152

施設園芸および畜産における事業用地，新規参入
のメリット・デメリット，市民農園の開設

問　16　施設園芸および畜産における事業用

地，新規参入のメリット・デメリット，市民

農園の開設に関する次の記述について，正し

いものを 1つ選びなさい。

⑴　農地法上，土地そのものに直接耕作して

いれば，その上を覆う温室（ビニールハウ

ス等）があったとしても，その土地は農地

であるといえる。
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⑵　農地法上，畜舎を立てる用地は農地であ

る。

⑶　農地法上，自らの養畜のための放牧を主

目的とする土地は，農地である。

⑷　民間企業が，土地を直接耕作しない植物

工場に新規参入する場合，農業委員会の許

可等を受ければ，農地所有適格法人の要件

を満たさない法人のまま参入することがで

きる。

⑸　市民農園整備促進法による市民農園開設

の場合，休憩施設等施設の整備が要件とさ

れていない。

	 正解率　78％

正解　⑴	

　解　説

⑴　農地法上，農地とは「耕作の目的に

供される土地」（農地法 2 条 1 項）であ

るため，土地そのものに直接耕作して

いれば，その上を覆う温室（ビニール

ハウス等）があったとしても，その土

地は農地であるといえる。したがって，

⑴は正しく，これが本問の正解である。

テキスト 1，P154，1. 施設園芸におけ

る事業用地　参照

⑵　農地法上，農地とは「耕作の目的に

供される土地」（農地法 2 条 1 項）で

あるため，畜舎を立てる用地は農地で

はない。したがって，⑵は誤りである。

テキスト 1，P159，1. 畜産における事

業用地の区分　参照

⑶　農地法上，開墾，土壌改良，整地，

牧草播種等の作業を経て造成され，良

好に経営管理されている牧草畑での放

牧は農地（牧草畑）となるが，自らの

養畜のための放牧を主目的とする土地

は，採草放牧地である。したがって，

⑶は誤りである。テキスト1，P159，1.畜

産における事業用地の区分　図表 1-3-

12-1　参照

⑷　土地を直接耕作しない植物工場の場

合，農地を自ら購入または借り入れず，

農業委員会の許可等を受けることなく，

農地所有適格法人の要件を満たさない

既存の組織（法人）のまま参入するこ

とができる。したがって，⑷は誤りで

ある。テキスト 1，P162，1. 農業参入

の選択肢　参照

⑸　市民農園整備促進法による市民農園

開設の場合，施設整備が必要であり，

農機具収納施設，休憩施設，トイレそ

の他の附帯施設を整備しなければなら

ない。ただし，農地法の転用許可が

あったものとみなされ，整備運営計画

に定める休憩施設等の整備については，

農地法の転用手続が不要となる。した

がって，⑸は誤りである。テキスト 1，

P165，2. 市民農園整備促進法による開

設～施設の整備が必要　⑵開設手続で

の留意点　参照

テキスト 1  P154 ～ 165

稲 作 の 業 界 動 向

問　17　稲作の業界動向に関する次の記述に

ついて，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　主食用から飼料米への転換が進み 2017 年

産の米価は下落した。

⑵　近年，主食用米の作付面積は減少傾向に

あるが，米粉用米や飼料用米などの新規需

要米の作付面積は増加している。

⑶　ミニマム・アクセス米については，国家
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貿易による一元輸入が行われている。

⑷　日本の米は海外で高い評価を得ており，

年々輸出量は伸びている。

⑸　生産者価格とは，米の生産者が業者等に

売り渡す価格のことで，消費者が購入する

価格とは異なる。

	 正解率　43％

正解　⑴	

　解　説

⑴　飼料用米施策の推進により主食用か

ら飼料用への転換が進んで米価は上昇

し，2017 年産は対前年比 4.9％増加と

なっている。したがって，⑴は誤りで

あり，これが本問の正解である。テキ

スト 1，P168，1. 市場規模～日本の「主

食」だが相対的な地位は低下　参照

⑵　生産調整の拡大等から主食用米の作

付面積は減少傾向にあるが，近年は，

米粉用米や飼料用米などの新規需要米

の作付面積が増加している。そのため

米の作付面積全体では，ほぼ同水準で

推移している。したがって，⑵は正し

い。テキスト 1，P169，2. 生産～近年

は 800 万 t 台　参照

⑶　1995 年 4 月からミニマム・アクセ

ス（最低輸入量）の米輸入が開始され

た。ミニマム・アクセス米については，

国家貿易による一元輸入が行われてお

り，政府は主に加工用に販売するとと

もに，売れ残ったものについては，国

産米とともに援助用途に充てられてい

る。したがって，⑶は正しい。テキス

ト 1，P169，3. 需給～対中輸出解禁し

たが，数量はまだわずか　参照

⑷　日本の米は海外で高い評価を得てお

り，年々輸出量は伸びている。特に，

近年香港，台湾，シンガポールへの輸

出が増加傾向にある。2016 年の輸出量

は対前年比 30.7％増の 9,986t となって

いる。したがって，⑷は正しい。テキ

スト 1，P169 ～ 170，3. 需給～対中輸

出解禁したが，数量はまだわずか　参

照

⑸　生産者価格とは，米の生産者が業者

等に売り渡す価格のことで，消費者が

購入する価格とは異なる。この生産者

価格は，年ごとに変動があり，標準偏

差も近年は値が大きく，価格のバラツ

キが多くなっている。したがって，⑸

は正しい。テキスト 1，P170，4. 価格

～高価格帯の米がダブついている　参

照

テキスト 1  P168 ～ 170

稲作の業務知識と目利きのポイント

問　18　稲作の業務知識と目利きのポイント

に関する次の記述について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　稲作の生産体系について，通常は 1 年 1

作で，年間通して労働が平準化されている

ことが特徴である。

⑵　2004 年 4 月に施行された改正食糧法に

よって，現在，制度上は，「計画流通米（政

府米・自主流通米）」と「計画外流通米」に

区分される。

⑶　国の政策の見直しにより，米の直接支払

交付金（7,500 円 /10a）は，2018 年産から

廃止された。

⑷　稲作経営では，米や転作作物の売上高の

みにより算出された営業利益は黒字である
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ケースがほとんどである。

⑸　稲作経営に関する経営指標である「反収

（kg/10a）」と「単価（円 /kg）」は，地域，

その年の気象，病害虫の発生状況等の個別

要因が関与しているので，技術水準の目安

とはならない。

	 正解率　53％

正解　⑶	

　解　説

⑴　稲作は，通常は 1 年 1 作で，発芽か

ら収穫までの期間は 120 日～ 180 日

程度で，田植えと収穫調製の時期に労

働が集中することが特徴である。した

がって，⑴は誤りである。テキスト 1，

P171，1. 生産体系～通常 1 年 1 作，田

植えと収穫調整の時期に労働が集中す

る　参照

⑵　2004 年 4 月に施行された改正食糧法

によって，計画流通制度が廃止され，

「計画流通米（政府米・自主流通米）」

と「計画外流通米」という区別はなく

なった。現在，制度上は政府により備

蓄米として売買される「政府米」とそ

の他の「民間流通米」の区分のみとなっ

ている。したがって，⑵は誤りである。

テキスト 1，P172，2. 流通構造～「政

府米」と「民間流通米」の区分のみと

なり，流通業者は届出制へ　参照

⑶　2018 年産から，行政による生産数量

目標の配分がなくなり，米の直接支払

交付金（7,500 円 /10a）も廃止された。

したがって，⑶は正しく，これが本問

の正解である。テキスト 1，P174，3. 政

策～経営所得安定対策の見直しと米政

策の見直し　参照

⑷　稲作経営では米や転作作物の売上高

のみにより算出された営業利益は赤字

で，経営所得安定対策などに参加する

ことで得られる交付金を収入に加える

ことで経常利益が黒字を確保している

ケースが少なくない。したがって，⑷

は誤りである。テキスト 1，P177，3. 収

益構造～営業利益はマイナスだが，補

助金（営業外収益）で経常利益はプラ

ス　参照

⑸　稲作経営に関する経営指標としては

「反収（kg/10a）」と「単価（円 /kg）」

がある。これらの数字は，地域，圃場

の立地条件，品種，作型，栽培技術な

どのほか，その年の気象や病害虫の発

生状況，市場の状況等多くの要因が関

与しているが，これらの総合された結

果とみることができ，技術水準の目安

となる。したがって，⑸は誤りである。

テキスト 1，P178 ～ 179，5. 経営指標

　参照

テキスト 1  P171 ～ 179

野菜の業界動向，業務知識，目利きのポイント

問　19　野菜の業界動向，業務知識，目利き

のポイントに関する次の記述について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　近年，野菜の農業産出額は，米の産出額

を下回っている。

⑵　国民 1 人当りの野菜の消費量は，長期的

には減少傾向である。

⑶　野菜の栽培方法としては，「露地栽培」と

「施設栽培」がある。

⑷　近年，青果物の市場経由率は低下傾向に

ある。
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⑸　野菜生産において労働集約型の生産体系

は，単価が高く収穫量も多い半面，多くの

労働を要する。

	 正解率　61％

正解　⑴	

　解　説

⑴　1961 年の農業基本法制定以降，米

といも類に偏重した作型から高収益作

物への転換が進んだとされ，2004 年に

は，野菜は米の農業産出額を超えるよ

うになった。近年は 2 兆円台で推移し

ている。したがって，⑴は誤りであり，

これが本問の正解である。テキスト 1，

P180，1. 市場規模～農業総産出額の

1/4 を占める主役　参照

⑵　国民 1 人当りの野菜の消費量は，1 年

で 89.9kg，1 日で 246.3g（いずれも 2018

年概算値）となっており，ここ数年で

は増加しているが長期的には減少傾向

である。厚生労働省の健康日本 21 では，

野菜（いも類を除く）を 1 日 350g 以

上摂取するよう推奨している。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト1，P181，2. 生

産～近年は 1,100 万 t 台　参照

⑶　野菜の栽培方法としては，「露地栽培」

と「施設栽培」がある。こうした「栽

培方法」や「種類」「作型」を組み合わ

せ，生産性向上を目指すのが野菜生産

の特徴である。したがって，⑶は正しい。

テキスト 1，P183，1. 生産体系～「種類」

「作型」「栽培方法」を組み合わせて生

産性向上　参照

⑷　近年は，食品企業や流通・小売企業

からの農業参入や農家との直接取引が

増加し，青果物の市場経由率が低下傾

向にある。したがって，⑷は正しい。

テキスト 1，P183 ～ 184，2. 流通構造

～出荷規格ごとに区分される市場出荷

が基本だが，市場外の流通も増加　参照

⑸　労働集約型の生産体系は，単価が高

く収穫量も多いため，比較的小さい面

積で一定の所得を上げることができる

半面，多くの労働を要する。収穫期に

は毎日収穫・出荷作業があるきゅうり

やピーマンなどの果菜類のほか，収穫・

調製・出荷に多くの手間を要する，ほ

うれんそう等の葉茎菜類がこれに当た

る。したがって，⑸は正しい。テキス

ト 1，P187，1. 概要～労働力と土地利

用に着目　参照

テキスト 1  P180 ～ 187

果樹の業界動向，業務知識，目利きのポイント

問　20　果樹の業界動向，業務知識，目利き

のポイントに関する次の記述について，正し

いものを 1つ選びなさい。

⑴　果樹生産は，品種更新等経営転換が容易

に行える。

⑵　果樹生産において，せん定とは，健全に

育てる目的で，枝の一部を切ることをいう。

⑶　近年，果実の輸出は減少傾向である。

⑷　近年，果実の市場外流通は減少している。

⑸　果樹の生産物を卸売市場または JA に出

荷した場合は，45 日～ 90 日位経過後に代

金決済される。

	 正解率　78％

正解　⑵	

　解　説

⑴　果樹は適応する温度帯，降水量およ
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び土壌条件により栽培適地が決まるう

え，生産技術の習得にも時間を必要と

することから，品種更新等経営転換が

容易には行えないという特性がある。

したがって，⑴は誤りである。テキス

ト 1，P191，1. 市場規模～総産出額は

約 8,450 億円　参照

⑵　果樹生産において，せん定とは，生育，

開花，樹形，着果促進のため，全体の

調和をはかりつつ，健全に育てる目的

で，枝の一部を切ることをいう。した

がって，⑵は正しく，これが本問の正

解である。テキスト 1，P194，1. 生産

体系～「種類」「作型」「栽培方法」を

組み合わせて生産性向上　参照

⑶　2013 年以降，果実の高い品質がアジ

アをはじめとする諸外国で評価され，

年々輸出額が増加し，2018 年の輸出額

は約 216 億円であった。したがって，

⑶は誤りである。テキスト 1，P192，

3. 需給～輸入は横ばい，輸出に活路　

参照

⑷　近年，他の農産物と同様に，果実も

市場外流通が増加しており，JA または

出荷組合を通じた従来のルートから，

直接小売店・スーパー等に出荷する

ルートが増加している。これ以外にも，

出荷量全体に占める割合はわずかなが

ら，生産者が直売店や宅配を利用して

消費者に直販するケースもある。した

がって，⑷は誤りである。テキスト 1，

P196，2. 流通構造～収穫後，JA また

は出荷組合を通じて選果および出荷し，

卸売市場へ　参照

⑸　果樹の生産物を卸売市場または JA

に出荷した場合は，すぐに代金決済さ

れる。一方，量販店等に出荷した場合，

45 日～ 90 日位経過後に代金決済され

る。したがって，⑸は誤りである。テ

キスト 1，P199，4. キャッシュフロー

構造　参照 

テキスト 1  P191 ～ 199

農業の会計基準と農業者における
会計処理の現状および農業簿記の特徴

問　21　農業の会計基準と農業者における会

計処理の現状および農業簿記の特徴に関する

次の記述について，誤っているものを 1つ選

びなさい。

⑴　農業者の経営分析を行う場合は，分析を

行う者自らが，その財務情報を補正し適正

に評価することを求められることがある。

⑵　農業における会計処理では，公益社団法

人日本農業法人協会が標準的な勘定科目を

示しているが，業界全体に普及している状

況ではない。

⑶　農業における財務諸表の特徴として，工

業簿記では，材料費を「当期材料仕入高」

勘定で表記するが，農業では，材料費をさ

らに，種苗費・素畜費・肥料費・飼料費・

農薬費・敷料費・諸材料費などに区分して

表示する。

⑷　永年性作物や大家畜など固定資産となる

生物を自己育成した場合，農業においても

建設仮勘定と同じように，育成に要した費

用を支出時に直接，育成仮勘定に集計経理

する。

⑸　農事組合法人が選択できる収益の配分方

法として，組合員に給料を支払う方法と，

出役した時間などによって当期剰余金を配

分する方法（従事分量配当）がある。
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	 正解率　42％

正解　⑷	

　解　説

⑴　農業においては，業界で統一した会

計基準が普及途上にあるうえ，独特の

会計処理がある。また，満足な財務情

報がない場合も想定されるため，農業

者の経営分析を行う場合は，分析を行

う者自らが財務情報を補正し適正に評

価することを求められることがある。

したがって，⑴は正しい。テキスト 2，

P2，農業の会計基準と農業者における

会計処理の現状　Q ＆ A　参照

⑵　農業の会計処理では，公益社団法人

日本農業法人協会が標準的な勘定科目

を示しているが，業界全体に普及して

いる状況ではない。したがって，⑵は

正しい。テキスト 2，P2，1. 農業にお

ける会計処理　①会計基準が普及途上

　参照

⑶　農業における財務諸表の特徴として，

工業簿記では，材料費を「当期材料仕

入高」勘定で表記するが，農業では，

原価構造を詳しく見るため，材料費を

さらに，種苗費・素畜費・肥料費・飼

料費・農薬費・敷料費・諸材料費など

に区分して表示する。したがって，⑶

は正しい。テキスト 2，P3，2. 農業に

おける財務諸表の特徴⑴生産原価～材

料費の詳細表示　参照

⑷　農業では，建設仮勘定と同様に育成

仮勘定を用いるが，農産物などの棚卸

資産の取得に要した費用と育成に要し

た費用に共通するものが多いので，期

中においては肥料費や飼料費などの勘

定で経理しておき，期末の決算整理に

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）

から除外して育成仮勘定に振り替える。

したがって，⑷は誤りであり，これが

本問の正解である。テキスト2，P3，2.農

業における財務諸表の特徴　⑵自己育

成の生物の表示　参照

⑸　農事組合法人が選択できる収益の配

分方法として，組合員に給料を支払う

方法と，出役した時間などによって当

期剰余金を配分する方法（従事分量配

当）がある。したがって，⑸は正しい。

テキスト 2，P7，2. 農業簿記の特徴　

③農業経営の各種組織形態に起因する

もの　参照

テキスト 2　P2 ～ 3，7

農業簿記における「収益の認識基準と計上
時期，計上方法」と「農畜産物原価計算」

問　22　農業簿記における「収益の認識基準

と計上時期，計上方法」と「農畜産物原価計算」

に関する次の記述について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　収穫基準が適用される個人農業者につい

ては，収穫済の農産物の期末棚卸高は，収

穫時の収穫価額，すなわち時価で評価され

て総収入金額に算入される。

⑵　農業者が米，麦，大豆を JA に委託販売

した場合，JA から支払われた概算金・精算

金をそれぞれ受け取った日に収益として計

上することが一般的であり，継続適用を条

件に税務上も認められる。

⑶　畜産農業では，搾乳牛などの売却のよう

に反復継続して譲渡することが事業の性質
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上，通常である場合には，税務上，譲渡所

得として取り扱われる。

⑷　農畜産物の原価計算において，未収穫農

産物については，製品別計算は必要ない。

⑸　個人農業者であって，毎年同程度の規模

で作付けしている場合は，未収穫農産物の

費用を当該年分の必要経費にしてもよい。

	 正解率　45％

正解　⑶	

　解　説

⑴　収穫基準が適用される個人農業者に

ついては，収穫済の農産物の期末棚卸

高は，収穫時の収穫価額，すなわち時

価で評価されて総収入金額に算入され

る。したがって，⑴は正しい。テキス

ト 2，P11，1. 収益の認識基準　参照

⑵　委託販売での収益の計上時期につい

ては，米，麦，大豆などの農産物の精

算金は期中に確定せず，翌年度，翌々

年度に入金されるものもある。このた

め，農産物については，概算金・精算

金をそれぞれ受け取った日に収益とし

て計上することが一般的であり，また，

その取引の特殊性にかんがみ，継続適

用を条件に税務上も認められている。

したがって，⑵は正しい。テキスト 2，

P12，2. 委託販売の取扱い　参照

⑶　所得税において，一般の事業用の固

定資産の譲渡による所得は譲渡所得と

なるが，搾乳牛などの売却のように反

復継続して譲渡することが事業の性質

上，通常である場合には，事業所得と

して取り扱われる。したがって，⑶は

誤りであり，これが本問の正解である。

テキスト 2，P13，3. 生物の売却　参照

⑷　農畜産物の原価計算は，①費目別計

算，②部門別計算，③製品別計算の順

に行う。ただし，未収穫農産物につい

ては，部門原価が期末棚卸原価になる

ため，製品別計算は必要ない。したがっ

て，⑷は正しい。テキスト 2，P14，農

業簿記の特徴②「農畜産物原価計算」　

Q ＆ A　参照

⑸　畑に生える幼麦など未収穫の農産物

は，棚卸資産に計上するのが原則であ

る。しかし，個人農業者であって，毎

年同程度の規模で作付けしている場合

は，その費用を当該年分の必要経費に

してもよいこととなっている。したがっ

て，⑸は正しい。テキスト 2，P16，4. 未

収穫農産物の取扱い　参照

テキスト 2　P11 ～ 16

農業簿記の特徴としてあげられる「育成仮勘定」
と「補助金・交付金・価格補填金・共済金」

問　23　農業簿記の特徴としてあげられる「育

成仮勘定」と「補助金・交付金・価格補填金・

共済金」に関する次の記述について，正しい

ものを 1つ選びなさい。

⑴　りんごの樹園地での栽培の場合，育成中

の幼木と成木とを区別して，それぞれの樹

木にかかった管理育成の費用を個別に計算

し育成仮勘定に計上するのが通常である。

⑵　畜産において，肉用牛肥育経営安定交付

金（牛マルキン）の掛金は，勘定処理にお

いて販売費および一般管理費に算入する。

⑶　畜産において，配合飼料価格差補填金は，

勘定処理において営業収益に算入する。

⑷　災害によって受け取った共済金は，勘定

処理において営業外収益または特別利益に
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算入する。

⑸　収入保険制度の保険料，事務費（付加保

険料）および積立金は，すべて必要経費ま

たは損金に算入する。

	 正解率　51％

正解　⑷	

　解　説

⑴　りんごの樹園地での栽培の場合，育

成中の幼木と成木とを区別して管理育

成するのは事実上困難であるため，年

度末に一括して，当該年度における管

理育成の総費用を面積，時間等，しか

るべき基準で按分して育成仮勘定に計

上する。したがって，⑴は誤りである。

テキスト 2，P17，1. 育成仮勘定～り

んご栽培の場合　参照

⑵　畜産において，肉用牛肥育経営安定

交付金（牛マルキン）など価格補填の

掛金は，勘定処理において農畜産物の

原価に算入する。したがって，⑵は誤

りである。テキスト 2，P18，2. 価格

安定制度　参照

⑶　畜産において，配合飼料価格差補填

金は，飼料費（製造原価）から控除する。

したがって，⑶は誤りである。テキス

ト 2，P18，2. 価格安定制度　参照

⑷　災害によって受け取った共済金は，

受取共済金として営業外収益または特

別利益に算入する。したがって，⑷は

正しく，これが本問の正解である。テ

キスト 2，P19，3. 農業共済制度　参

照

⑸　収入保険制度の保険料および事務費

（付加保険料）は共済掛金として，必要

経費または損金に算入するが，積立金

は「経営保険積立金」（投資等）として

資産計上する。したがって，⑸は誤り

である。テキスト 2，P19，4. 収入保

険制度　参照

テキスト 2　P17 ～ 20

農業補助金の種類と勘定処理

問　24　農業補助金の種類と勘定処理に関す

る次の記述について，正しいものを 1つ選び

なさい。

⑴　補助金収入のうち，当年度の農畜産物の

価格を補填する交付金・補填金を「価格補

填収入」という。

⑵　肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）

の計上時期については，一般に，支払の通

知を受けた日または交付を受けるべき日の

属する年分の収益に計上する。

⑶　加工原料乳等生産者経営安定対策補填金

については，生産者積立金が必要経費（損金）

になる。

⑷　酪農経営に対しては，作物の作付面積に

応じて交付される作付助成に該当する交付

金・助成金はない。

⑸　農業補助金で取得した固定資産について，

補助金収入を固定資産の取得価額と相殺す

る圧縮記帳の処理をした場合，圧縮記帳さ

れた固定資産の耐用年数にわたって税額控

除を受けることができる。

	 正解率　47％

正解　⑴	

　解　説

⑴　補助金収入のうち，当年度の農畜産

物の価格を補填する交付金・補填金を

「価格補填収入」という。したがって，
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⑴は正しく，これが本問の正解である。

テキスト 2，P21，農業補助金の種類と

勘定処理①「価格補填収入・経営安定

補填収入」　Q ＆ A　参照

⑵　肉用牛肥育経営安定交付金（牛マル

キン）など肉用牛関係の補填金は，肉

用牛免税による免税所得の計算におい

て収益と費用を対応させるため，対象

牛を売却した日の属する年分の収入金

額に計上する。したがって，⑵は誤り

である。テキスト 2，P22 ～ 23，3. 畜

産　参照

⑶　加工原料乳等生産者経営安定対策補

填金については，生産者積立金が必要

経費（損金）にならないため，「経営保

険積立金」（投資等）として貸借対照表

に計上する必要がある。したがって，

⑶は誤りである。テキスト 2，P23，3. 畜

産　参照

⑷　酪農に対する作付助成としては，酪

農経営に対して飼料作付面積に応じて

交付される持続的酪農経営支援交付金，

高品質・高収量な稲発酵粗飼料の利活

用に対する国産粗飼料増産対策助成金

などがある。したがって，⑷は誤りで

ある。テキスト 2，P24，2. 畜産（酪農）

　参照

⑸　補助金で固定資産を取得した場合，

補助金収入を固定資産の取得価額と相

殺し，補助金収入への課税により補助

金交付の効果が減殺されないよう処理

する方法を「圧縮記帳」という。圧縮

記帳の処理をした場合，減価償却資産

については，その耐用年数にわたって

課税が繰り延べられ，土地などの非減

価償却資産については，譲渡時まで課

税が繰り延べられる。したがって，⑸

は誤りである。テキスト 2，P25，1. 圧

縮記帳とは　参照

テキスト 2　P21 ～ 25

農業を営む個人に対する課税
の仕組みと農業所得の計算

問　25　農業を営む個人に対する課税の仕組

みと農業所得の計算に関する次の記述につい

て，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　農地や建物などの不動産を売却した場合，

譲渡した年の 1 月 1 日における所有期間が

5 年超であれば長期譲渡所得（税率：所得

税 15％，住民税 5％）に該当する。

⑵　兼業農家で，事業所得（農業所得）と給

与所得がある人の事業所得が赤字だった場

合，その赤字と給与所得とは損益通算でき

ず，それぞれの所得に対して累進税率によ

り課税される。

⑶　個人の行う畜産業は，事業税の課税対象

とされるが，農業に付随して行うものは非

課税とされる。

⑷　個人の農業所得の計算において，「自家採

種」を行った場合，費用（種苗費）と収益

（事業消費高）の両方に計上する方法で仕訳

を行う必要がある。

⑸　農業所得を計算するうえで，生計を一に

する配偶者その他の親族に支払う給与賃金

が青色事業専従者給与であれば，必要経費

に算入することができる。

	 正解率　58％

正解　⑵	

　解　説

⑴　農地や建物などの不動産を売却した
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場合は，譲渡した年の 1 月 1 日におけ

る所有期間が 5 年超であれば長期譲渡

所得（税率：所得税 15％，住民税 5％）

となり，5 年以下であれば短期譲渡所

得（税率：所得税 30％，住民税 9％）

に区分される。したがって，⑴は正しい。

テキスト 2，P32，1. 所得を 10 種類に

分類，総合課税と分離課税により課税

　参照

⑵　兼業農家で，事業所得（農業所得）

と給与所得がある人の事業所得が赤字

だった場合，その赤字と給与所得とを

損益通算した後の所得に対して累進税

率により課税される。したがって，⑵

は誤りであり，これが本問の正解であ

る。テキスト 2，P33 ～ 34，2. 兼業農

家は農業所得のマイナスを他の所得と

損益通算可能　参照

⑶　個人の行う農業は，すべて事業税の

対象外である。ただし，「畜産業」は，

第 2 種事業として明記されており課税

対象になるが，農業に付随して行うも

のは非課税とされる。したがって，⑶

は正しい。テキスト 2，P35，4. 農業

は事業税の対象外～地方税（住民税・

事業税）　参照

⑷　生産した農産物の一部を次の栽培の

種として利用することを「自家採種」

というが，この場合も改めて費用（種

苗費）と収益（事業消費高）の両方に

計上する方法で仕訳する必要がある。

したがって，⑷は正しい。テキスト 2，

P38，1. 総収入金額　⑶事業消費金額

　参照

⑸　生計を一にする配偶者その他の親族

に支払う給与賃金は，原則として必要

経費にならない。ただし，青色事業専

従者給与は，青色申告者の特典として，

必要経費に算入することができる。し

たがって，⑸は正しい。テキスト 2，

P39，3. 必要経費　参照

テキスト 2　P32 ～ 39

農業における青色申告の実務

問　26　農業における青色申告の実務に関す

る次の記述について，正しいものを 1つ選び

なさい。

⑴　青色申告を行っていない農業所得者（白

色申告者）のうち，前年分または前々年分

の不動産所得，事業所得および山林所得の

金額の合計額が 300 万円以下である農業者

はすべて，記帳・帳簿等の保管を義務づけ

られていない。

⑵　農業における記帳の留意点として，期末

棚卸や家事消費等の単価は，収穫価額によ

る時価単価で評価するが，この収穫価額は

当該農産物の製造原価（生産原価）により

計算する。

⑶　農業者に対する青色申告特別控除の種類

は，正規の簿記の原則（一般的には複式簿記）

に従って記帳する場合の最高 55 万円（2019

年分までや 2020 年分以降で電子申告等の

場合を除く）となる 1 種類のみである。

⑷　青色申告をする認定農業者は，交付を受

けた経営所得安定対策などの交付金の額等

を基礎として計算した限度額以内で，農業

経営基盤強化準備金として積み立てた金額

を必要経費とすることができる。

⑸　JA からの出資配当など上場株式等以外の

配当等の場合，1 回に支払を受ける JA の出

資配当金額が 10 万円以下（配当の計算期
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間が 1 年以上の場合）の少額配当は，確定

申告を行うことが義務づけられている。

	 正解率　64％

正解　⑷	

　解　説

⑴　これまで白色申告者の記帳義務は，

前年分または前々年分の不動産所得，

事業所得および山林所得の金額の合計

額が 300 万円を超える場合に限られて

いたが，2014 年 1 月から，白色申告や

申告の必要のない人も含めて農業者は

すべて，記帳・帳簿等の保存制度（記

帳義務）の対象となった。したがって，

⑴は誤りである。テキスト 2，P40，1. 記

帳義務　参照

⑵　農業における記帳の留意点として，

期末棚卸や家事消費等の単価は，収穫

価額による時価単価で評価するが，こ

の収穫価額は当該農産物の収穫時にお

ける生産者販売価額により計算する。

したがって，⑵は誤りである。テキス

ト 2，P41，1. 記帳義務　参照

⑶　農業を営む青色申告者は，①その所

得金額に係る取引を正規の簿記の原則

（一般的には複式簿記）に従って記帳す

る，②貸借対照表を損益計算書ととも

に確定申告書に添付，③期限内に確定

申告書を提出した場合に，青色申告特

別控除として最高 55 万円（2019 年分

までや 2020 年分以降でも電子申告等を

行う場合は，65 万円）を控除すること

ができる。現金主義による記帳を選択

している場合など，上記以外の場合は，

青色申告特別控除として，最高 10 万円

を控除することができる。したがって，

⑶は誤りである。テキスト 2，P42，3. 青

色申告者の特典　⑴青色申告特別控除

　参照

⑷　青色申告をする認定農業者が，交付

を受けた経営所得安定対策などの交付

金の額等を基礎として計算した限度額

以内で，農業経営基盤強化準備金とし

て積み立てた金額については，必要経

費とすることができる。したがって，

⑷は正しく，これが本問の正解である。

テキスト 2，P43，3. 青色申告者の特

典　⑸農業経営基盤強化準備金　参照

⑸　JA からの出資配当など上場株式等以

外の配当等の場合，1 回に支払を受け

る配当金額が 10 万円以下（配当の計算

期間が 1 年以上の場合）の少額配当は，

確定申告をする必要はないが，確定申

告をすることによって源泉徴収税額の

控除や還付を受けられる場合がある。

したがって，⑸は誤りである。テキス

ト 2，P45，2. 確定申告書の作成　⑴

所得金額の計算　参照

テキスト 2　P40 ～ 45

法人所得課税のポイント

問　27　法人所得課税のポイントに関する次

の記述について，誤っているものを 1つ選び

なさい。

⑴　農業を営む法人の場合，米・麦の売上計

上は，一般的な基準（引渡基準，検収基準

など）で認識する。

⑵　協同組合等に該当する農事組合法人が，

確定した決算において組合員等に対して支

払う事業分量配当（利用分量配当）とは，

施設等の利用分量の割合に応じて支払われ
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る配当である。

⑶　農事組合法人は，同族会社に対する留保

金課税（特別税率）は適用されない。

⑷　法人事業税には，「付加価値割」「資本割」

「所得割」があり，外形課税対象法人（資本

金の額が 1 億円超の法人）には，「付加価値

割」「資本割」「所得割」が課せられる。

⑸　農地所有適格法人である農事組合法人が

営む農業については，法人税の所得金額と

事業税の所得金額は同額となる。

	 正解率　56％

正解　⑸	

　解　説

⑴　農業を営む法人の場合，個人の収穫

基準のような取扱いはなく，米・麦等

の売上計上は一般的な基準（引渡基準，

検収基準など）で認識する。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト 2，P48，2. 協

同組合等の特例に留意　参照

⑵　協同組合等に該当する農事組合法人

が，確定した決算において組合員等に

対して支払う事業分量配当（利用分量

配当）は，施設等の利用分量の割合に

応じて支払われる配当である。これに

対して，従事分量配当は，事業に従事

した程度（日数，時間，作業面積等）

に応じて支払われる配当である。し

たがって，⑵は正しい。テキスト 2，

P48，2. 協同組合等の特例に留意　⑴

事業分量配当等の損金算入　参照

⑶　農事組合法人は，組合法人であり会

社法人ではないので，同族会社に対す

る留保金課税（特別税率）は適用され

ない。したがって，⑶は正しい。テキ

スト 2，P48，2. 協同組合等の特例に

留意　⑵留保金課税の不適用　参照

⑷　法人事業税には，「付加価値割」「資

本割」「所得割」があり，外形課税対象

法人（資本金の額が 1 億円超の法人）

には，「付加価値割」「資本割」「所得割」

が課せられる。したがって，⑷は正しい。

テキスト 2，P49，3. 農業を営む法人

の地方税（住民税・事業税）　参照

⑸　法人税の所得金額と事業税の所得金

額は，原則として同額になるが，農地

所有適格法人たる農事組合法人が営む

農業については，事業税は非課税とな

るので，その分法人税の所得金額より

も少なくなる。したがって，⑸は誤り

であり，これが本問の正解である。テ

キスト 2，P51 ～ 52，3. 所得金額の計

算　参照

テキスト 2　P47 ～ 52

消費税課税のポイントと法人化における留意事項

問　28　消費税課税のポイントと法人化にお

ける留意事項に関する次の記述について，正

しいものを 1つ選びなさい。

⑴　一般課税（本則課税）の計算では，売上

に係る消費税（預かった消費税）から，仕

入に係る消費税（支払った消費税）を控除し，

残額がある場合には納付するが，マイナス

になる場合は還付されない仕組みである。

⑵　出資に対する配当は，消費税の課税対象

になる。

⑶　簡易課税の事業区分に関し，自己が生産

した食用の農産物の販売は，「第 2 種事業」

（みなし仕入率 80％）に分類される。

⑷　協同組合等に該当する農事組合法人から

受ける従事分量配当は，従事者においては
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消費税の課税売上とならない。

⑸　法人に対し，無償または時価よりも著し

く低い価額で資産を譲渡する場合には，そ

の譲渡は時価で行われたものとみなされる

が，「著しく低い価額」は，時価の 60％以

上であるかどうかが目安となる。

	 正解率　26％

正解　⑶	

　解　説

⑴　一般課税の計算では，売上に係る消

費税（預かった消費税）から，仕入に

係る消費税（支払った消費税）を控除し，

残額がある場合には納付，マイナスに

なる場合には還付される仕組みである。

したがって，⑴は誤りである。テキス

ト 2，P53，1. 課税事業者の選択，簡

易課税制度の選択は，2 年間の継続適

用　参照

⑵　消費税の課税の対象は，国内におい

て事業者が事業として対価を得て行う

資産の譲渡等と輸入取引であり，これ

に当たらない取引には消費税はかから

ない。これを一般的に「不課税取引」

という。出資に対する配当は「不課税

取引」に該当し，課税対象外である。

したがって，⑵は誤りである。テキス

ト 2，P19，5. 補助金と税制　脚注 5　

参照

⑶　簡易課税の事業区分に関し，自己が

生産した食用の農産物の販売は「第 2

種事業」（みなし仕入率 80％）に分類

される。したがって，⑶は正しく，こ

れが本問の正解である。テキスト 2，

P55，4. 簡易課税の事業区分は所得税の

事業区分と非連動　図表 2-2-7-1　参照

⑷　協同組合等に該当する農事組合法人

から受ける従事分量配当は，事業所得

に区分され，従事者においては課税売

上となる。したがって，⑷は誤りである。

テキスト 2，P56，1. 法人化の検討と

形態の選択　参照

⑸　法人に対し，無償または時価よりも

著しく低い価額で資産を譲渡する場合

には，その譲渡は時価で行われたもの

とみなされるが，「著しく低い価額」は，

時価の 50％以上であるかどうかが目安

となる。したがって，⑸は誤りである。

テキスト 2，P57，2. 資産を引き継ぐ

方法～貸付・譲渡・現物出資　参照

テキスト 2　P19，53 ～ 58

相続，事業承継，集落営農と課税および税制特例

問　29　相続，事業承継，集落営農と課税お

よび税制特例に関する次の記述について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　一般農地（市街化区域外の農地）におけ

る農地等の相続税の納税猶予について，農

地制度の見直しにより，20 年間自ら営農し

ても納税猶予は免除されない。

⑵　事業承継税制は，一定の要件を満たす後

継者が，経済産業大臣の認定を受ける会社

の株式等を先代経営者から贈与により取得

し，その会社の経営をしていく場合にその

株式等（一定の部分に限る）の贈与税を半

額猶予するものである。

⑶　任意組合等から構成員が得る損益分配金

は，通常，構成員の事業所得に区分される。

⑷　任意組合の構成員に係る消費税の納税義

務の判定は，組合事業の売上で判定するの

ではなく，構成員ごとに，分配後の組合事
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業による売上と独自の事業による売上とを

合計した金額で判定する。

⑸　肉用牛売却所得免税制度において，免税

対象牛の売却頭数が年間 1,500 頭を超える

場合には，この超える部分の所得が免税対

象から除外される。

	 正解率　33％

正解　⑵	

　解　説

⑴　一般農地（市街化区域外の農地）に

おける農地等の相続税の納税猶予につ

いて，農地制度の見直しにより，20 年

間自ら営農しても納税猶予は免除され

ない。したがって，⑴は正しい。テキ

スト 2，P61，3. 相続税の納税猶予の

改正概要　図表 2-2-9-1　参照

⑵　事業承継税制は，一定の要件を満た

す後継者が，経済産業大臣の認定を受

ける会社の株式等を先代経営者から贈

与により取得し，その会社の経営をし

ていく場合にその株式等（一定の部分

に限る）の贈与税を全額猶予するもの

である。したがって，⑵は誤りであり，

これが本問の正解である。テキスト 2，

P64，2. 対価の設定に際しては贈与税

に留意　⑵事業承継税制　参照

⑶　任意組合等から構成員が得る損益分

配金は通常，構成員の事業所得に区分

され，組合事業以外に農業所得がある

場合には，それと合算する。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト 2，P66，2. 分

配金は構成員の農業所得～構成員に対

する課税　参照

⑷　任意組合の構成員に係る消費税の納

税義務や簡易課税適用可否の判定は，

組合事業の売上で判定するのではなく，

構成員ごとに，分配後の組合事業によ

る売上と独自の事業による売上とを合

計した金額で判断する。したがって，

⑷は正しい。テキスト 2，P67，3. 消

費税は組合員ごとに判定　参照

⑸　肉用牛売却所得免税制度において，

免税対象牛の売却頭数が年間 1,500 頭

を超える場合には，この超える部分の

所得が免税対象から除外される（頭数

制限）。したがって，⑸は正しい。テキ

スト 2，P72，4. 肉用牛売却所得免税

制度　参照

テキスト 2　P61 ～ 67，72

農業の雇用関連法制および
社会保険・労働保険関連法制

問　30　農業の雇用関連法制および社会保険・

労働保険関連法制に関する次の記述について，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　農業では，労働基準法が定める法定労働

時間や休憩，休日に関しては適用除外とさ

れていない。

⑵　農業では，午後 10 時から午前 5 時までの

間の深夜労働の割増賃金は，労働基準法上

適用除外とされている。

⑶　個人経営の農業の場合，公的医療保険につ

いては，事業所で使用される者の 2 分の 1

以上の同意および厚生労働大臣の認可があ

れば，事業主を除き健康保険が適用される。

⑷　個人経営の農業者の場合，事業主が労災

保険特別加入制度を利用しても，その事業

所が従業員 5 人未満の事業所である場合は，

労災保険の強制適用事業所とはならない。

⑸　個人経営の農業者が，特定農作業従事者
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として労災保険特別加入制度を利用する場

合，畜産および養蚕は対象事業とならない。

	 正解率　26％

正解　⑶	

　解　説

⑴　農業では，労働基準法が定める法定

労働時間，休憩，休日は適用除外とさ

れている。したがって，⑴は誤りである。

テキスト 2，P78，1. 労働基準法の労

働時間・休憩・休日の制限を受けない

農業　参照

⑵　農業では，午後 10 時から午前 5 時ま

での間の深夜労働の割増賃金は，労働

基準法上適用除外とされていない。し

たがって，⑵は誤りである。テキスト

2，P79，3. 最近の農業労働動向～他産

業と同じ法定労働時間へ　参照

⑶　個人経営の農業の場合，公的医療保

険については，事業所で使用される者

の 2 分の 1 以上の同意および厚生労働

大臣の認可があれば健康保険が適用さ

れる。ただし，事業主は適用されない。

したがって，⑶は正しく，これが本問

の正解である。テキスト 2，P81，1. 個

人経営（常時労働者 5 人未満）では，

労働保険・社会保険は任意加入　図表

2-3-2-1　脚注 2　参照

⑷　小規模経営で個人の農業者の場合，

事業主が労災保険特別加入制度を利用

すると，従業員 5 人未満の事業所であっ

ても労災保険の強制適用事業所にな

る。したがって，⑷は誤りである。テ

キスト 2，P81，図表 2-3-2-1　脚注 1，

P82，2. 労災加入の推進方法 ～ 労災保

険特別加入制度　参照

⑸　個人経営の農業者が，特定農作業従

事者として労災保険特別加入制度を利

用する場合，畜産および養蚕は対象事

業となる。したがって，⑸は誤りである。

テキスト 2，P83，3. 他産業並みの労

働条件整備へ　図表 2-3-2-2　参照

テキスト 2　P78 ～ 83

農業者年金と就業規則

問　31　農業者年金と就業規則に関する次の

記述について，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　公的年金制度において，農業者年金は，

第 1 号被保険者である農業者の 2 階部分に

あたる。

⑵　農業者年金の納付保険料には，厚生年金

と同様に保険料の国庫助成はない。

⑶　農業者年金の受給開始は，65 歳からであ

り，繰上げ受給はない。

⑷　農業者年金において納めた保険料は，所

得税法上，当該保険料の一定割合について，

その年の社会保険料控除として所得控除を

受けることができる。

⑸　就業規則は，常時労働者が 10 人以上いる

事業場であっても，一時的に 9 人以下にな

る事業場であれば，就業規則の作成を義務

づけられていない。

	 正解率　42％

正解　⑴	

　解　説

⑴　公的年金の被保険者の種類のうち，

農業者とその配偶者は国民年金の第 1

号被保険者であり，農業者年金は，第

1 号被保険者である農業者の 2 階部分

にあたる。したがって，⑴は正しく，
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これが本問の正解である。テキスト 2，

P84，1. 公的年金制度 ～ 国民年金・厚

生年金・共済年金　参照

⑵　農業者年金の保険料には特例保険料

と通常保険料があり，このうち特例保

険料は，認定農業者などの保険料の国

庫助成を受ける者が納付する保険料で

ある。農業者年金は，認定農業者や青

色申告者等の担い手に対して，国から

政策支援として保険料助成がある唯一

の政策年金である。したがって，⑵は

誤りである。テキスト 2，P85，3. 農業者

年金の加入資格・保険料，P86，4. 唯一

の政策年金としての農業者年金　参照

⑶　農業者年金における年金給付の種類

は，「農業者老齢年金」「特例付加年金」

「死亡一時金」の 3 種類があり，65 歳

に達したときからの受給開始が原則で

あるが，60 歳まで繰上げ受給を選択す

ることもできる。したがって，⑶は誤

りである。テキスト 2，P85，3. 農業

者年金の加入資格・保険料　参照

⑷　農業者年金において納めた保険料は，

所得税法上，全額その年の社会保険料

控除として所得控除を受けることがで

きる。したがって，⑷は誤りである。

テキスト 2，P86，4. 唯一の政策年金

としての農業者年金　参照

⑸　就業規則は，一時的に 9 人以下になっ

ても，パートタイマーやアルバイトも

含めておおむね労働者が 10 人以上い

る事業場であれば，作成と労働者への

意見聴取および所轄労働基準監督署長

への届出が義務づけられている。した

がって，⑸は誤りである。テキスト 2，

P87，1. 従業員が 10 人以上になると就

業規則が必要　参照

テキスト 2　P84 ～ 87

農業分野における要員計画，法人化，採用，
年次有給休暇および専門的な労働相談の窓口

問　32　農業分野における要員計画，法人化，

採用，年次有給休暇および専門的な労働相談

の窓口に関する次の記述について，誤ってい

るものを 1つ選びなさい。

⑴　農業労働の特殊性の 1 つとして，作物に

はその栽培に適した時期があり，時期に応

じた作業を一定の順序で行わなければなら

ないことがあげられる。

⑵　農業を法人化した場合，従業員が，所定

労働時間が週 20 時間以上でかつ 31 日以上

の雇用が見込まれるパートタイマー等であ

れば，雇用保険の加入手続は必要ない。

⑶　経営者が労働者を採用するにあたっては，

労働基準法により，労働条件に関する重要

な事項について書面による明示が義務づけ

られている。

⑷　労働者が年休の取得を希望する場合，使

用者が「少なくとも 1 週間前に休暇の目的

を申し出ないと承認しない」として，取得

手続を守らないと年休を与えないとするの

は違法である。

⑸　労働保険事務組合に事務を委託している

事業所であれば，労働者と一緒に働いてい

る中小事業主および家族従事者も，労災保

険に加入できるメリットが受けられる。

	 正解率　89％

正解　⑵	

　解　説

⑴　農業労働の特殊性の 1 つとして，作
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物にはその栽培に適した時期があり，

時期に応じた作業を一定の順序で行わ

なければならないことがあげられる。

したがって，⑴は正しい。テキスト 2，

P89，1. 要員計画を定める際の留意点

～農業労働の特殊性　参照

⑵　農業を法人化した場合，従業員が，

正社員や所定労働時間が週 20 時間以

上でかつ 31 日以上の雇用が見込まれ

るパートタイマー等であれば雇用保険

の加入手続が必要になる。したがって，

⑵は誤りであり，これが本問の正解で

ある。テキスト 2，P91，1. 法人化し

ても家族従業員だけの事業所であれば，

労働基準法は適用されない　参照

⑶　経営者が労働者を採用するにあたっ

ては，労働基準法により，労働条件に

関する重要な事項について書面による

明示が義務づけられている。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト 2，P94，4. 採

用で最も重要な面接　参照

⑷　原則として，年休の取得は，使用

者の承認を必要としない。また，どの

ように年休を利用しようが労働者の自

由である。目的を申し出なければ年休

を与えないとするのは違法である。し

たがって，⑷は正しい。テキスト 2，

P96，3. 年休の取得に使用者の承認は

不要　参照

⑸　労働保険事務組合制度とは，雇用保

険や労災保険の加入手続き，保険料の

申告や納付に関する手続き，雇用保険

の被保険者に関する手続き等を事業主

に代わって行うことで，事業主の事務

処理面の負担を軽減するとともに，労

働者と一緒に働いている中小事業主お

よび家族従事者も，労災保険に加入で

きるメリットのある制度である。し

たがって，⑸は正しい。テキスト 2，

P102，2. 労働保険事務組合～複雑な労

働保険に関する相談　参照

テキスト 2　P89 ～ 96，102

作目別付加価値分析の手順

問　33　作目別付加価値分析の手順に関する

次の記述について，正しいものを 1つ選びな

さい。

⑴　作目別付加価値分析を進めるに際し，農

業者から示された財務諸表では，補助金に

類する項目は雑収入の科目に計上されてい

る場合が多い。

⑵　作目別付加価値分析において，販売管理

費に属する給料手当は作目ごとに配分する。

⑶　作目別付加価値額算出にあたって，変動

費控除後は黒字であるが，配分可能な固定

費および労務費を控除した後では赤字のも

のを「真性赤字」という。

⑷　作目別付加価値分析における時間単価は，

売上高を作業時間で割って算出する。

⑸　付加価値分析における生産工程別分析で

用いられるベンチマーク方式とは，自社の

現在の状況と過去の状況の情報とを比較検

討し，その内容を分析しようというもので

ある。

	 正解率　34％

正解　⑴	

　解　説

⑴　作目別付加価値分析を進めるに際し，

農業者から示された財務諸表では，補

助金に類する項目は営業外損益の雑収
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入の科目に計上されている場合が多い。

この内訳を調べ，価格補填収入，作付

助成収入，建物建設等補助金等に区分

し，同時にその収入が作目ごとに配分

できるか否かを判定する。したがって，

⑴は正しく，これが本問の正解である。

テキスト 2，P138，3. 組替えの実例　

参照

⑵　作目別付加価値分析においては販売

管理費に属する役員報酬，給料手当，

通信費，交際接待費などの費用等は獲

得した利益で総体的に負担すべき間接

的な費用と捉えることにより作目ごと

には配分しない。したがって，⑵は誤

りである。テキスト 2，P140，6. 販売

管理費は配分しない　参照

⑶　作目別付加価値額算出にあたって，

変動費控除後で赤字のものを「真性赤

字」，変動費控除後は黒字であるが，配

分可能な固定費および労務費を控除し

た後では赤字のものを「疑似赤字」と

いう。したがって，⑶は誤りである。

テキスト 2，P141，1. 付加価値の判定

　参照

⑷　作目別付加価値分析における時間単

価は，売上高等から変動費と配分可能

な固定費を控除した後の利益額（付加

価値額）を作業時間で割って算出する。

したがって，⑷は誤りである。テキス

ト 2，P143，1. 目からウロコ～「時間

単価」を通じてわかること　参照

⑸　ベンチマーク方式とは自社の状況を

他社の情報と比較検討し，その内容を

分析しようというものである。稲作の

場合，作業区分ごとに市町村の農業委

員会が提示する標準作業料金が公表さ

れている。農業者はその作業区分ごと

の仕事を，この標準作業料金に即した

金額で請け負っていることがある。そ

こで，この標準作業料金をベンチマー

クに採用し，稲の生育過程ごとの付加

価値の増加額を算出することができる。

したがって，⑸は誤りである。テキス

ト 2，P145，2. ベンチマーク方式の応

用～稲作を例に　参照

テキスト 2　P138 ～ 145

農 業 者 向 け 取 引 推 進

問　34　農業者向け取引推進に関する次の記

述について，誤っているものを 1つ選びなさ

い。

⑴　農業における経営部門の複合化・多角化

は，「収量減少リスク」への対処方法の 1 つ

である。

⑵　機械設備等を相手方に比較的長期間賃貸

するリース取引は，与信取引である。

⑶　資金の貸手の行動原理の 1 つには，「資金

の無駄遣いがないように見張る（モニタリ

ング）」がある。

⑷　資金調達の仲介機能における資金の貸手

と借手の間には，情報の格差が存在する。

⑸　農業者向け取引の推進に際しては，貸手

側の都合で最も良い資金調達方法を提案す

ることが大切である。

	 正解率　71％

正解　⑸	

　解　説

⑴　収量減少リスクとは，天候，病害，

虫害等によって起こる生産の変動に起

因するリスクであり，「リスク低減技術
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の導入」，「圃場の分散」などと同じよ

うに，「経営部門の複合化・多角化」も

対処方法の 1 つである。したがって，

⑴ は 正 し い。 テ キ ス ト 3，P4，2. 取

引に結び付けるための着眼点　⑶農業

独特のリスクの所在を理解する　図表

3-1-1-1　参照

⑵　与信とは，相手方を信用して金銭や

モノを貸し与えることで，機械設備等

を相手方に比較的長期間賃貸するリー

ス取引は，与信取引である。したがって，

⑵は正しい。テキスト 3，P2，1. 与信

とは　参照

⑶　資金の貸手の行動原理は大きく 7 つ

に分けられ，「資金の無駄遣いがないよ

う見張る（モニタリング）」は，その 1

つにあげられる。したがって，⑶は正

しい。テキスト 3，P3，2. 取引に結び

付けるための着眼点　⑵資金の貸手の

行動原理　参照

⑷　金融とは，資金調達の仲介機能を指

すが，資金を貸す側と借りる側の間に

は，「情報の格差」が存在し，これを

「情報の非対称性」という。したがって，

⑷は正しい。テキスト 3，P3，2. 取引

に結び付けるための着眼点　⑴金融と

は　参照

⑸　農業者向け取引の推進に際しては，

動植物のライフサイクルや生産サイク

ルについての理解を深め，資金ニーズ

が発生するタイミングを捉え，最も良

い資金調達方法を提案することが大切

である。したがって，⑸は誤りであり，

これが本問の正解である。テキスト 3，

P7，3. 農業分野における金融取引の現

状　参照

テキスト 3　P2 ～ 7

融資審査にかかる情報収集

問　35　融資審査にかかる情報収集に関する

次の記述について，正しいものを 1つ選びな

さい。

⑴　融資審査にあたっての返済能力の判断は，

借入申込者本人の返済意思を確認すること

のみで行う。

⑵　JA の融資は，不特定多数の個人や法人が

対象である。

⑶　融資審査を行うにあたっては，融資の基

本原則の 1 つである独立性の原則に照らし

て，可否判断を行う。

⑷　借入申込後に行う相手側の信用情報収

集で特に重要なポイントは，「キャピタル

（capital）」「 コ ネ ク シ ョ ン（connection）」

「キャラクター（character）」という 3 つの

「C」である。

⑸　書面や面談により収集した借入申込者の

情報は，将来の取引にも重要な役割を果た

すので，ファイル等に整理・保管する。

	 正解率　69％

正解　⑸	

　解　説

⑴　融資審査にあたって返済能力につい

て，本人に返済する意思はあっても，

返済できる経済力があるのかないのか

を将来の収益力と現在保有している資

産の担保力から判断することが，貸付

債権の保全上非常に重要なことである。

したがって，⑴は誤りである。テキス

ト 3，P11，1. 融資審査に必要な情報

　⑶返済意思と返済能力の確認　参照
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⑵　JA の融資は主として組合員個人や組

合員を構成員とする法人など，農協法

に基づき制定されている JA の定款や

規定に明示されている特定の者を対象

に行うことになる。そのため，借入申

込を受けたら，まず申込者が JA の定

款や規定に定められている者かどうか

を確認するところから審査が始まる。

したがって，⑵は誤りである。テキス

ト 3，P12，2. 資格審査　⑴借入資格

の有無　参照

⑶　融資審査を行うにあたっては，申込

者の信用を調査し，借入申込の内容を

検討して，安全性の原則，収益性の原

則，流動性の原則，成長性の原則，公

共性の原則という融資の基本原則に照

らして，可否判断を行う。したがって，

⑶は誤りである。テキスト 3，P8，1. 融

資審査に必要な情報　参照

⑷　信用情報収集で特に重要なポイン

ト は，3C と い わ れ， キ ャ ラ ク タ ー

（character　返済意思：人物），キャパ

シティ（capacity　返済能力：収入），

キャピタル（capital　資本：財産）の

3 つである。したがって，⑷は誤りで

ある。テキスト 3，P8，1. 融資審査に

必要な情報　⑴信用情報の収集　参照

⑸　書面や面談により収集した借入申込

者の情報は，当面の案件の処理だけで

はなく，将来の取引にも重要な役割を

果たすので，ファイル等に整理・保管

する。融資後も新しい情報を収集した

ら適時加除修正していく。したがって，

⑸は正しく，これが本問の正解である。

テキスト 3，P11，1. 融資審査に必要

な情報　⑷信用情報の蓄積　参照

テキスト 3　P8 ～ 12

農 業 者 の 資 金 ニ ー ズ

問　36　農業者の資金ニーズに関する次の記

述について，誤っているものを 1つ選びなさ

い。

⑴　農業では，自然災害や疾病による病死お

よび風評による影響などによって予期しな

い資金ニーズが発生する。

⑵　耕種農業において生じる大きな運転資金

ニーズは，農地の取得である。

⑶　畜産経営における設備資金ニーズには，

家畜排せつ物の適正管理のための糞尿処理

施設等の環境投資がある。

⑷　畜産経営では，為替・穀物相場等により

飼料価格が変動するため，飼養規模に関わ

りなく運転資金の必要額も変わる。

⑸　農業者の資金ニーズに的確に対応するた

めには，農業の特殊性を理解して，営農類

型ごとの資本装備，動植物のライフサイク

ルや生産サイクルを知ることが重要である。

	 正解率　69％

正解　⑵	

　解　説

⑴　農業では，台風等の自然災害や国際

市場の影響を受ける燃料高・飼料高，

また畜産経営では疾病による病死や淘

汰，鳥インフルエンザや BSE といっ

た風評による影響を被るような場合に

は，予期しない資金ニーズが発生する。

したがって，⑴は正しい。テキスト 3，

P15，4. その他近年の動向　参照

⑵　耕種農業における運転資金は，主に，

種子，苗，肥料，鉢等の資材費や水道
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光熱費の支払いによって生じる。農地

の取得は，設備資金ニーズである。し

たがって，⑵は誤りであり，これが本

問の正解である。テキスト 3，P13，2. 運

転資金ニーズ　⑴耕種　参照

⑶　畜産経営では，「家畜排せつ物の管理

の適正化及び利用の促進に関する法律」

の施行を受け，糞尿処理施設等の環境

投資も重要視されている。したがって，

⑶は正しい。テキスト 3，P15，3. 設

備資金ニーズ　⑵畜産　参照

⑷　畜産は為替や穀物相場等により飼料

価格が変動し，需給状態等により素畜

価格や食肉価格も変動する。飼養規模

に変動がなくても，こうした価格変動

に応じて運転資金の必要額も変わる。

したがって，⑷は正しい。テキスト 3，

P14，2. 運転資金ニーズ　⑵畜産　参

照

⑸　農畜産物は，工業製品と比べて，自

然災害や病虫害の影響を受けやすく，

また，生産サイクルが長いため，需給

バランスが取りにくいという特徴があ

る。そのため，営農類型ごとの資本装備，

動植物のライフサイクルや生産サイク

ルを知ることは農業者の資金ニーズを

理解するうえで重要である。したがっ

て，⑸は正しい。テキスト 3，P13，1. 農

業者の資金ニーズの具体的な特徴　参

照

テキスト 3　P13 ～ 15

運転資金の審査のポイント

問　37　運転資金の審査のポイントに関する

次の記述について，正しいものを 1つ選びな

さい。

⑴　JA の畜産経営への与信に際しては，飼料

代などの購買未収金を管理する経済部門と

の連携を密にし，総与信管理を行っていく

ことが必要である。

⑵　経常運転資金を計算式で表すと，「経常運

転資金＝売掛債権＋棚卸資産＋買掛債務」

となる。

⑶　制度資金や補助金などの将来確定してい

る入金を返済財源として，それが入金され

るまでの一時的な資金不足を補うための資

金を，増加運転資金という。

⑷　耕種農業における運転資金の融資にあ

たっては，営農計画を基に，「生産費予想額

＝農業収入額÷経費率」で，融資限度を定

めて対応する。

⑸　農業経営における運転資金とは，長期的

に農業を行い収益の実現を図るために，農

業生産設備などの固定資産に投資する資金

である。

	 正解率　73％

正解　⑴	

　解　説

⑴　JA の畜産経営の与信に際しては，飼

料代などの購買未収金を管理する経済

部門との連携を密にすることで，JA と

しての総与信の管理を行っていくこと

が必要である。したがって，⑴は正しく，

これが本問の正解である。テキスト 3，

P25，3. 畜産　参照

⑵　「在庫・回収・支払」の 3 つの条件

を組み合わせることによって生じる不

足を調達するための資金を経常運転資

金といい，計算式で表すと，「経常運転

資金＝売掛債権＋棚卸資産−買掛債務」



−40−

農業融資実務

となる。したがって，⑵は誤りである。

テキスト 3，P23，1. 運転資金とは　

⑴経常運転資金　参照

⑶　制度資金や補助金，資産売却代金な

ど，将来確定している入金を返済財源

として，入金されるまでの一時的な資

金不足を補うための資金をつなぎ資金

という。したがって，⑶は誤りである。

テキスト 3，P23，1. 運転資金とは　

⑷つなぎ資金　参照

⑷　耕種農業における運転資金の融資に

あたっては，営農計画を基に，「生産費

予想額＝農業収入額×経費率」で，融

資限度を定めて対応する。したがって，

⑷は誤りである。テキスト 3，P24 ～

25，2. 耕種農業　参照

⑸　運転資金とは，事業を継続して行う

ために必要な資材費や人件費，その他

の費用などの支払に充当する資金のこ

とである。したがって，⑸は誤りである。

テキスト 3，P22，1. 運転資金とは　

参照

テキスト 3　P22 ～ 25

設備資金の審査のポイント

問　38　設備資金の審査のポイントに関する

次の記述について，正しいものを 1つ選びな

さい。

⑴　農業経営における設備資金とは，原材料

費や資材費など事業を継続して行うのに必

要な資金のことをいう。

⑵　農業経営における設備投資は，売上の拡

大を目指して行うものと，雇用の増大を目

指して行うものに大きく分かれる。

⑶　農業経営における設備投資は，現状の資

金余剰により既往の長期借入金を賄えてい

ない場合でも，借入金で新しい設備投資資

金を調達し，積極的に行う必要がある。

⑷　経費の節減を目指して省資源や作業効率

の向上など合理化を図るための設備投資は，

経費の削減による増益が返済財源になる。

⑸　売上の拡大を目指して行う設備投資の場

合には，基本的にはつなぎ資金が必要にな

る。

	 正解率　60％

正解　⑷	

　解　説

⑴　農業経営における設備資金とは，長

期継続的に農業を行い，収益の実現を

図るために，農業生産設備などの固

定資産に投資する資金である。した

がって，⑴は誤りである。テキスト 3，

P29，1. 設備資金とは　参照

⑵　設備投資は，売上の拡大を目指して

行うものと，経費の節減を目指して行

うものに大きく分かれる。したがって，

⑵は誤りである。テキスト 3，P29，2. 設

備資金の審査手順　⑴設備投資計画の

検討　①設備資金の目的は何か　参照

⑶　設備投資において，設備投資前の実

績で，資金余剰（キャッシュフロー）

により既往の長期借入金を賄えていな

い場合，借入金に依存した新たな設備

投資を実施すると，資金繰りにさらな

る支障を来す可能性があるので，慎重

に対応する必要がある。したがって，

⑶は誤りである。テキスト 3，P30，2. 設

備資金の審査手順　⑴設備投資計画の

検討　③事業規模は過大でないか　参

照
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⑷　経費の節減を目指して行う設備投資

は，省資源や作業効率の向上など合理

化を図るために行うもので，経費の節

減による増益が返済財源になる。した

がって，⑷は正しく，これが本問の正

解である。テキスト 3，P30，2. 設備

資金の審査手順　⑴設備投資計画の検

討　①設備資金の目的は何か　参照

⑸　売上の拡大を目指して行う設備投

資の場合には，新規事業への進出に伴

うもの，増産や販路拡大を図るもの

があり，売上高の増加に伴って，売掛

債権や棚卸資産が増加するため，基本

的に増加運転資金が必要になる。した

がって，⑸は誤りである。テキスト 3，

P31，2. 設備資金の審査手順　⑵資金

調達計画の検討　参照

テキスト 3　P29 ～ 31

農業における担保・保証

問　39　農業における担保・保証に関する次

の記述について，誤っているものを 1つ選び

なさい。

⑴　農業において担保権を設定する場合は，

担保権を設定する農業用資産の特徴を理解

したうえで，適正な債権保全を措置する必

要がある。

⑵　農地は農業者にとって経営資産そのもの

であるが，耕作放棄されているような農地

は，債権保全の面からも効果が期待できず，

担保権を設定する意義は低い。

⑶　表示登記できない牛舎等，壁のない構築

物は，譲渡担保等により担保権設定する手

法がある。

⑷　動産への担保権設定において，担保物件

として対象とすべき動産かどうかを判定す

る際の具体的な着眼点の 1 つとして，「適切

な換価手段が確保されているか」があげら

れる。

⑸　全国に 47 協会ある「農業信用基金協会」

が保証する債務の範囲は，保証に係る借入

金の元本のみである。

	 正解率　73％

正解　⑸	

　解　説

⑴　農業において担保権を設定する場合

は，担保権を設定する農業用資産の特

徴を理解したうえで，適正な債権保全

を措置する必要がある。したがって，

⑴は正しい。テキスト 3，P36，担保・

保証　Q ＆ A　参照

⑵　農地は農業者にとって経営資産その

ものであり，作付け状況の定期的なモ

ニタリングと合わせて，経営内容を把

握することにより，担保権を設定する

という選択肢もありうるが，耕作放棄

されているような農地は，債権保全の

面からも効果が期待できず，担保権を

設定する意義は低いものと判断される。

したがって，⑵は正しい。テキスト 3，

P36，1. 農業用資産の担保権設定につ

いて　⑴農地　参照

⑶　構築物には，コンクリートで基礎を

固めたフリーストール牛舎から，容易

に撤去できるビニールハウスまで，さ

まざまな物件がある。こうした構築物

は，譲渡担保等により担保権設定する

手法がある。したがって，⑶は正しい。

テキスト 3，P36，1. 農業用資産の担

保権設定について　⑵構築物　参照
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⑷　動産への担保権設定において，担保

として対象とすべき動産かどうかを判

定する際の具体的な着眼点の 1 つに「適

切な換価手段が確保されているか」が

あげられる。したがって，⑷は正しい。

テキスト 3，P36 ～ 37，1. 農業用資産

の担保権設定について　⑶動産（在庫，

家畜等）　参照

⑸　各都道府県には JA や都道府県等の

出資により設立された債務保証機関で

ある「農業信用基金協会」がある。農

業信用基金協会が保証する債務の範囲

は，保証に係る借入金の元本，利息お

よびその債務の不履行による遅延損害

金を加えた金額となっている。したがっ

て，⑸は誤りであり，これが本問の正

解である。テキスト 3，P38，2. 農業

信用保証保険制度　⑵保証内容　参照

テキスト 3　P36 ～ 38

農業分野における金融手法

問　40　農業分野における金融手法に関する

次の記述について，誤っているものを 1つ選

びなさい。

⑴　劣後ローンとは，融資先が破産等した場

合，他の債権より弁済順位が劣る借入金の

ことである。

⑵　劣後ローンのメリットの 1 つに，株式に

比べ資本コストの節減が図れることがある。

⑶　農業分野におけるデットファイナンスは，

株式の発行などにより資金を調達する方法

である。

⑷　6 次産業化の取組みを推進する株式会社

農林漁業成長産業化支援機構が行う出資の

割合は，50％が上限である。

⑸　天候デリバティブとは，企業の売上等に

大きな影響を与える気温や降水量などの天

候リスクを一定の範囲でヘッジするための

デリバティブ取引である。

	 正解率　35％

正解　⑶	

　解　説

⑴　劣後ローンとは，他の債権より弁済

順位が劣る借入金のことで，「負債」と

「資本」の中間という意味で「メザニン

（中二階）」ともいわれる。融資先が破

産等した場合，他の債権の支払が終わっ

た後に，資産が残っていれば債務が弁

済されるものである。したがって，⑴

は正しい。テキスト3，P58，1.概要～「中

二階」の融資　参照

⑵　劣後ローンのメリットの 1 つに，株

式配当が税引後利益を原資とするのに

対し，劣後ローンの金利は営業外費用

として認められており資本コストの節

減が図れることがある。したがって，

⑵は正しい。テキスト 3，P58，1. 概

要～「中二階」の融資　参照

⑶　一般的に，資金調達の方法には，株

式の発行などにより資金を調達する「直

接金融」（エクイティファイナンス）と，

金融機関からの借入により調達する「間

接金融」（デットファイナンス）がある。

したがって，⑶は誤りであり，これが

本問の正解である。テキスト 3，P61，

1. 概要～資金使途の制約はないが調達

コストは高い　参照

⑷　6 次産業化の取組みを推進する株式

会社農林漁業成長産業化支援機構が行

う出資には，サブファンドと呼ばれる
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地域ファンド（もしくはテーマファン

ド）に機構が出資し，サブファンドが

投資対象者である 6 次産業化事業体に

出資する間接出資と，機構が直接，6

次産業化事業体に出資を行う直接出資

の方法がある。そしてその出資割合は，

50％が上限となっている。したがって，

⑷は正しい。テキスト 3，P65，4. 農

林漁業成長産業化支援機構　図表 5　

参照

⑸　農業ビジネスにおいて，天候リスク

への対応は重要な課題の 1 つである。

天候デリバティブとは，企業の売上等

に大きな影響を与える気温や降水量な

どの天候リスクを一定の範囲でヘッジ

するためのデリバティブ取引である。

オプション料を支払うことで，収支に

関わる指標の観測期間中の推移に応じ

て所定の金額を受け取ることができる。

したがって，⑸は正しい。テキスト 3，

P68，1. 概要～天候リスクを小さくす

る手法　参照

テキスト 3　P58 ～ 68

経営改善提案の全体像

問　41　経営改善提案の全体像に関する次の

記述について，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　農業における経営改善提案の目的は，JA

の収支や経営体質の改善である。

⑵　農業における経営改善提案の相談を受け

る際に，相談者が業種・地域においてどう

いった位置づけにある先かの確認は不要で

ある。

⑶　農業における経営改善提案の相談に来る

農業者は，自社の経営状況をしっかり整理，

分析された状態でくるため相談内容が明確

である。

⑷　農業における経営改善提案を行う組織形

態には，都道府県の普及指導員，営農類型

ごとの業界団体，農業法人協会，中央畜産会，

民間企業など JA 以外の組織も参加してい

る。

⑸　農業における経営改善提案において，ト

ラブルを避けるためにも回答までの所要日

数，情報開示への協力諾否，経費負担につ

いてはあらかじめ相談に来る農業者に同意

を得る必要はない。

	 正解率　91％

正解　⑷	

　解　説

⑴　農業における経営改善提案の目的は，

組合員など農業者の収支や経営体質の

改善であり，地域農業の振興である。

JA にとっては，債権保全や農業者との

関係強化につながる。したがって，⑴

は誤りである。テキスト 3，P72，1. 農

業における「経営改善提案」とは（定

義と取組みの現状）　参照

⑵　最低限，営農類型，経営規模，仕入・

販売の現状を聞き取り，相談者が業

種・地域においてどういった位置づけ

にある先かの確認は必要である。した

がって，⑵は誤りである。テキスト 3，

P73，2. 相談受付～現状把握と相談内

容の確認　①相談者の属性を確認する

　参照

⑶　相談内容は，相談者自身が思案中で

相談事項が二転三転したり，相談事項

が本来取り組むべきこととずれていた

りすることも多いため，本来取り組む
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べき事項に絞り込むように心がける。

したがって，⑶は誤りである。テキス

ト 3，P73，2. 相談受付～現状把握と

相談内容の確認　②相談内容を確認す

る　参照

⑷　経営改善提案を行う組織形態には，

都道府県の普及指導員，営農類型ごと

の業界団体，農業法人協会，中央畜産会，

民間企業など JA 以外にも多くの組織

が参加している。民間企業では，肥料

製造会社，資材販売会社，出版社など

も農業向けの改善提案や必要な情報を

提供している。したがって，⑷は正しく，

これが本問の正解である。テキスト 3，

P72，1. 農業における「経営改善提案」

とは（定義と取組みの現状）　参照

⑸　相談に来る農業者は，天候や作業体

系によって作業の繁閑が変わるため，

後々の相談対応でトラブルを避けるた

めにも，回答までの所要日数，情報開

示への協力諾否，経費負担について同

意を得ておく。加えて，通常の連絡先

以外にも，可能な限り連絡可能な時間

帯や固定電話以外の連絡方法（FAX，

携帯電話，メール等）を確認できるよ

うに心がける。したがって，⑸は誤り

である。テキスト 3，P73，2. 相談受

付～現状把握と相談内容の確認　③後

日トラブルとなりそうな最低限の事項

の説明と意思確認　参照

テキスト 3　P72 ～ 73

経営改善提案における現状把握の手法

問　42　経営改善提案における現状把握の手

法に関する次の記述について，誤っているも

のを 1つ選びなさい。

⑴　経営改善提案の第一歩としての現状把握

において行われる予備調査の項目の 1 つに

は，経営者の管理能力を見るためのチェッ

ク項目の事前準備がある。

⑵　経営改善提案において，実際に現地を訪

問して現状の踏査・観察を行う現地調査は，

圃場の調査，加工場の状況，作物生産状況，

事務処理状況の 4 つの項目に分けられる。

⑶　経営改善提案において，現場の生産者メ

ンバーに対して行う面談では，現場の作業プ

ロセスの不明点・疑問点について確認する。

⑷　経営改善提案において，農業の場合の現

状把握は，多岐にわたる調査項目を現地で

確認する必要があるため，あらかじめ調査

項目を決めておくと現状を正しく把握でき

ないおそれがある。

⑸　経営改善提案において，現地調査におけ

るチェックポイントには，相談者である経

営体が地域とどのような切り口で接点を持

ち，各組織とどのような関係を持っている

のかを確認することが含まれる。

	 正解率　79％

正解　⑷	

　解　説

⑴　現状把握の基本的な事務フローとし

て，調査の目的や経営体ニーズ，調査

対象の範囲などの前提を確認したうえ

で，各種資料から得られる情報をもと

に予備調査を行う。経営者の管理能力

を見るためのチェック項目を事前準備

するのも予備調査の 1 つである。予備

調査の結果から，問題点や課題を事前

に想定し，現地調査のためのチェック

リストや質問票を作成することにより，
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現地調査と面談を効率的に行えるよう

にし，情報収集の漏れを防ぐ。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト 3，P74 ～

75，2. 現状把握の基本的な事務フロー

　⑵予備調査　参照

⑵　現地調査は，実際に現地を訪問し，

現状の踏査・観察を行うことで，圃場

の調査，加工場の状況，作物生産状況，

事務処理状況の 4 つの項目に分けられ

る。したがって，⑵は正しい。テキス

ト 3，P75，2. 現状把握の基本的な事

務フロー　⑶現地調査　参照

⑶　現場の生産者メンバーに対して行う

面談では，現場の作業プロセスの不明

点・疑問点のほか，現場での問題点・

課題，公式・非公式の意思決定プロセ

スなどについて確認する。したがって，

⑶は正しい。テキスト 3，P76，2. 現

状把握の基本的な事務フロー　⑷面談

　②生産者メンバー　参照

⑷　農業の場合，その経営体が持つ生産

力，収益力や，有形無形の資産が，現

地の土壌，気候，風土などに大きく依

存していることから，多岐にわたる調

査項目を現地で確認する必要がある。

そのため，あらかじめ調査項目を決め

ておかないと，限られた時間で効率的・

効果的な情報収集が行えず，現状を正

しく把握できなくなるおそれがある。

したがって，⑷は誤りであり，これが

本問の正解である。テキスト 3，P74，

1. 現状把握における事前の調査項目の

決定　参照

⑸　現地調査におけるチェックポイント

には，相談者である経営体が地域とど

のような切り口で接点を持ち，各組織

とどのような関係を持っているかとい

う地域との関係性を確認することも含

まれる。なぜなら，農業は地域のイン

フラや労働力を借りることで各経営体

が成り立っているため，相談者の利害

の関係する範囲を確認することは重要

だからである。したがって，⑸は正しい。

テキスト 3，P77，2. 現状把握の基本

的な事務フロー　図表 3-2-2-2　参照

テキスト 3　P74 ～ 77

経営改善計画の基本的事項および経営改善計画の策定

問　43　経営改善計画の基本的事項および経

営改善計画の策定に関する次の記述について，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　経営改善計画の策定が必要な先は，債務

者区分が「実質破綻先」に該当する先である。

⑵　経営改善計画の面談時に注意すべき事項

の 1 つは，短時間にできるだけ多くの質問

を出して情報を得るようにすることである。

⑶　経営改善計画は，基本的に数字ではなく

定性的な言葉で表現する。

⑷　経営改善計画が融資先より提出された場

合には，JA として計画を承認するかどうか

の組織決定をしなければならないが，計画

の妥当性を検証する部署は，融資部門と切り

離した二次審査部門で行うことが望ましい。

⑸　経営改善計画とは，融資先の好調な要因を

整理・分析し，さらなる成長を後押しする改

善策を示すアクションプランのことである。

	 正解率　86％

正解　⑷	

　解　説

⑴　経営改善計画の策定が必要な先は，
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債務者区分が「要注意先」（要管理先債

権）または破綻懸念先で，JA において

対処方針を管理・指導強化としている

先が基本となる。したがって，⑴は誤

りである。テキスト 3，P79，2. 経営

改善計画の必要性と目的　参照

⑵　経営改善計画の面談時に注意すべき

事項の 1 つは，面談姿勢として質問攻

めにせず，良い聞き手になることであ

る。したがって，⑵は誤りである。テ

キスト 3，P81，1. 策定手順とポイン

ト　図表 3-2-4-1　参照

⑶　経営改善計画は，事後管理を徹底す

るためにも基本的に数字で表現する。

したがって，⑶は誤りである。テキス

ト 3，P83，2. 策定・分析にあたって

の留意点　参照

⑷　経営改善計画が融資先より提出され

た場合には，JA として計画を承認する

かどうかの組織決定をしなければなら

ないが，計画の妥当性を検証する部署

は，融資部門と切り離した二次審査部

門で行うことが望ましい。また検証に

あたっては，金融当局が発表する各種

指針と JA 内部規定の双方に照らして

妥当な内容になっているかどうかを確

認する。したがって，⑷は正しく，こ

れが本問の正解である。テキスト 3，

P84，3. 妥当性の検証　参照

⑸　経営改善計画とは，融資先が抱える

業績不振の原因を明確に把握・分析し，

その改善策を具体的に示すアクション

プランのことである。経営改善計画の

策定を積極的に進めることで，不振先

の経営改善を図るばかりでなく，JA

の財務の健全化にもつながる。した

がって，⑸は誤りである。テキスト 3，

P79，1. 経営改善計画の概要　参照

テキスト 3　P79 ～ 84

ビジネスマッチングとその取組事例

問　44　ビジネスマッチングとその取組事例

に関する次の記述について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　ビジネスマッチングは，その方法に着目する

と，①紙媒体・ウェブ等による情報提供，②商

談会・発表会等による出会いの場の提供があ

り，特定企業の引合せを直接行うことはない。

⑵　スーパーマーケット・トレードショーは，

一般社団法人全国スーパーマーケット協会

（旧新日本スーパーマーケット協会）が主催

する商談会である。

⑶　ビジネスマッチングは，1980年代後半，民間

企業の異業種交流のなかから生まれ，当初，

企業間の交流を目的として行われていた。

⑷　中小企業総合事業団（現中小企業基盤整

備機構）が 2004 年に公表した「ビジネスマッ

チングの現状と課題」では，ビジネスマッ

チングを「中小企業やベンチャー企業，起

業家の事業展開を支援するため，それら企

業等とビジネスパートナーとの出会いの場

を提供し，ビジネスパートナーとの事業連

携や事業提携等を図ろうとする活動」と定

義している。

⑸　JAバンクでは，JA全農と共催し，毎年，全国

規模の国産農畜産物商談会を開催している。

	 正解率　84％

正解　⑴	

　解　説

⑴　ビジネスマッチングの方法に着目す
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ると，①紙媒体・ウェブ等による情報

提供，②商談会・発表会等による出会

いの場の提供，③特定企業の引合せを

直接行うパートナー仲介等がある。し

たがって，⑴は誤りであり，これが本

問の正解である。テキスト3，P110，2.ビ

ジネスマッチングの分類・現状　参照

⑵　スーパーマーケット・トレードショー

は，一般社団法人全国スーパーマーケッ

ト協会（旧新日本スーパーマーケット

協会，2018 年 9 月に団体名称変更）が

主催する商談会である。同協会会員を

はじめとする流通業界のバイヤー・経

営者向けに商品 PR・交流会ができる

という特徴がある。したがって，⑵は

正しい。テキスト 3，P113，2. 他の団体・

金融機関の取組み（商談会）　参照

⑶　ビジネスマッチングは，1980 年代後

半，民間企業の異業種交流のなかから

生まれ，当初，企業間の交流を目的と

して行われていた。そして，当初の目

的が達成されると，共同事業や新製品

開発を目指す段階に進むようになった

といわれている。したがって，⑶は正

しい。テキスト 3，P110 ～ 111，2. ビ

ジネスマッチングの分類・現状　参照

⑷　中小企業総合事業団（現中小企業基

盤整備機構）が 2004 年に公表した「ビ

ジネスマッチングの現状と課題」では，

ビジネスマッチングを「中小企業やベ

ンチャー企業，起業家の事業展開を支

援するため，それら企業等とビジネス

パートナーとの出会いの場を提供し，

ビジネスパートナーとの事業連携や事

業提携等を図ろうとする活動」と定義

している。したがって，⑷は正しい。

テキスト 3，P110，1. ビジネスマッチ

ングとは（定義）　参照

⑸　JA バンクでは，JA 全農と共催し，

毎年，全国規模の国産農畜産物商談会

を開催している。さらに，JA・信連・

農林中金が連携し，系統団体・農林水

産業者と企業とのビジネスマッチング

に取り組んでいる。したがって，⑸は

正しい。テキスト 3，P112，1.JA バン

クの取組み　参照

テキスト 3　P110 ～ 113

農業におけるビジネスマッチングとしての
商談会活用および商談会出展の手順

問　45　農業におけるビジネスマッチングと

しての商談会活用および商談会出展の手順に

関する次の記述について，正しいものを 1つ

選びなさい。

⑴　価格設定においてコスト（限界単価）を

考慮する際，法人の場合の資金繰り限界価

格は，「費用（製造原価＋販管費＋営業外費

用−副産物収入）÷単位量」で表される。

⑵　商談会に出展する農業者が作成する商品

提案書には，商品の最大出荷量を明らかに

し，買い手の生産・販売計画を厳守するこ

とを出荷条件として記載する。

⑶　農産物における販売チャネルは，利益と

リスクの関係を考慮し，1 つのチャネルに

絞り込むことが望ましい。

⑷　農産物の販路として想定される量販店に

とって，農産物は「幅広いコーディネート

の対象」である。

⑸　商談会出展の事前準備において，出展す

る理由や目指す姿を具体的な数値で確認す

ることで，取組みの優先順位と事後の反省
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点が明らかになる。

	 正解率　61％

正解　⑸	

　解　説

⑴　法人の場合の資金繰り限界価格は，

「費用（製造原価＋販管費＋営業外費用

−副産物収入−減価償却費＋償還元金）

÷単位量」で表される。したがって，

⑴は誤りである。テキスト 3，P121，

3. 商品提案書・セールストークの作成・

FCP シート　図表 3-3-4-3　参照

⑵　食品製造業者や量販店にとって欠品

は機会利益の喪失であり，経営上の損

失である。そのため，天候や作柄に左

右される農業において最大出荷量を前

提とした商品提案書を打ち出すことの

リスクは高く，必ず守れる最低限の数

値（ワーストシナリオ）を明らかにし，

商品提案書に記載する。当然，買い手

の生産・販売計画に協力する姿勢は重

要である。したがって，⑵は誤りである。

テキスト 3，P120，3. 商品提案書・セー

ルストークの作成・FCP シート　⑴商

品提案書　参照

⑶　農産物の販売を 1 つのチャネルに依

存すると，価格や数量の変化に対して

収益の影響が大きくなるだけでなく，

先方の都合で取引中止になったときに

は販売先がなくなるというリスクも存

在する。利益とリスクの関係を考慮す

ると，販売チャネルを 3 つ以上に分け

て，収益を分散させることが望ましい

という考え方もある。したがって，⑶

は誤りである。テキスト 3，P130 ～

131，（参考）農産物における販売チャ

ネル　2. 農業において販売チャネルの

構築を検討する際の注意点　参照

⑷　量販店にとって農産物は「棚を埋め

る商材」である。商品が売れ続け，補

充され続ける，生産性（面積当り収益）

の高い商材を探している。一方，食品

卸会社にとって農産物は「幅広いコー

ディネートの対象」である。多様な販

売先へと仲介するために必要な機能が

備わっている商材を探している。した

がって，⑷は誤りである。テキスト 3，

P118 ～ 119，1. 買い手ごとのニーズの

把握とターゲットの設定　参照

⑸　商談会に出展するには，その目的を

確認し，目指す姿を具体的な数値にす

ることで，準備段階から当日までの実

施事項の優先順位が明らかになる。商

談会出展後においては，計画，実行，

検証，反省，是正というマネジメント

サイクルが回り，次回への取り組み方

が明らかになる。したがって，⑸は正

しく，これが本問の正解である。テキ

スト 3，P119，2. 商談会の「目的」と「目

標」の確認　参照

テキスト 3　P114 ～ 131
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農業法人A社の下記資料を基に，問 46～問 48 に答えなさい。

 貸 借 対 照 表 （単位：千円）
資　産　の　部 金　　額 負債・純資産の部 金　　額

現 金 預 金 899 買 入 債 務 2,781
売 上 債 権 1,382 短 期 借 入 金 0
棚 卸 資 産 2,567 そ の 他 の 流 動 負 債 6,021
そ の 他 の 流 動 資 産 1,432 （ 流 動 負 債 合 計 ） 8,802

（ 流 動 資 産 合 計 ） 6,280 長 期 借 入 金 34,867
有 形 固 定 資 産 54,544 長 期 リ ー ス 債 務 3,516
無 形 固 定 資 産 0 農業経営基盤強化準備金 6,559
投 資 そ の 他 の 資 産 766 （ 固 定 負 債 合 計 ） 44,942

（ 固 定 資 産 合 計 ） 55,310 （ 負 債 の 部 合 計 ） 53,744
（ 純 資 産 の 部 合 計 ） 7,846

資 産 の 部 合 計 61,590 負債・純資産の部合計 61,590

 損益計算書（組替後） （単位：千円）

科　　目 金　　額
売 上 高 29,784
売 上 原 価 36,311

（ 売 上 総 利 益 ） ▲ 6,527
販売費および一般管理費 3,071

（ 営 業 損 益 ） ▲ 9,598
営 業 外 収 益 4,126
営 業 外 費 用 292

（ 経 常 損 益 ） ▲ 5,764
特 別 利 益 9,931
特 別 損 失 3,250

（ 税 引 き 前 当 期 純 利 益 ） 917
法人税，住民税および事業税 249

（ 当 期 純 利 益 ） 668

A 社は，稲作中心の法人で大豆栽培と作業受託も行っている。
A 社は，社債は発行していない。
A 社の減価償却費（売上原価項目のみ）は，13,447 千円である。

（注 1）資料に記載のある数値等は，所与のものとして扱うこと。
（注 2）本問において，純資産と自己資本は同義とする。
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営業外収益（雑収入）の内訳

問　46　A社の営業外収益（雑収入）の内訳を正しい計上科目に組替える場合，以下の表の空欄①

～④に入る組み合わせとして，正しいものを 1つ選びなさい。

営業外収益の内訳 正規の計上科目

経営安定補填収入 ①

価格補填収入 ②

人（担い手）に対する補助金 ③

作付助成収入 ④

⑴　①　営業収益　　②　営業収益　　　③　営業収益　　　④　営業外収益

⑵　①　営業収益　　②　営業外収益　　③　特別利益　　　④　営業外収益

⑶　①　特別利益　　②　営業収益　　　③　営業外収益　　④　営業収益

⑷　①　特別利益　　②　営業外収益　　③　営業外収益　　④　特別利益

⑸　①　特別利益　　②　営業収益　　　③　営業外収益　　④　営業外収益

	 正解率　67％

正解　⑸	

　解　説

①　経営安定補填収入とは，過年度の農畜産物の価格下落に対する補填金で，臨時利益

の性格を持つことから特別利益の区分に「経営安定補填収入」勘定として計上する。

したがって，「特別利益」が正しい計上科目となる。

②　価格補填収入とは，農畜産物の販売数量に基づき交付され，農畜産物の販売によっ

て実現するものであるため，営業収益（売上高）の区分に「価格補填収入」勘定とし

て計上する。したがって，「営業収益」が正しい計上科目となる。

③　人に対する補助金とは，食料自給が低迷するなか，担い手不足解消のため，革新的

な農業者に対する支援策である。こうした支援に伴う補助金は「一般助成収入」とし

て「営業外収益」に計上する。したがって，「営業外収益」が正しい計上科目となる。

④　作付助成収入とは，作物の作付面積に応じて交付される交付金による収入である。

毎期経常的に交付を受けることができるものだが，農産物の販売によって実現する収

益ではないため，「営業外収益」の区分に「作付助成収入」勘定として計上する。した

がって，「営業外収益」が正しい計上科目となる。

テキスト 2，P20，5. 補助金と税制　図表 2-1-6-1　参照

テキスト 2，P21，2-1-7. 農業補助金の種類と勘定処理①「価格補填収入・経営安定補填

収入」　参照
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テキスト 2，P27，2-1-10. 農業補助金の種類と勘定処理④「人・環境保全に対する補助金」

　参照

テキスト 2，P24，2-1-8. 農業補助金の種類と勘定処理②「作付助成収入」　参照

借 入 金 返 済 可 能 年 数

問　47　A社の借入金返済可能年数（年）として，次のうち正しいものを 1つ選びなさい。なお，

単位の設定において計算上生ずる端数については，小数第 2位を四捨五入し，小数第 1位まで求め

なさい。

⑴　2.0 年

⑵　2.4 年

⑶　2.5 年

⑷　2.6 年

⑸　2.8 年

	 正解率　41％

正解　⑶	

　解　説

　　借入金返済可能年数とは，短期借入金（返済期限が 1 年以内に到来する借入金）と

長期借入金（返済期限が 1 年を超える借入金）を合わせた総借入金が，事業活動で生

み出されるキャッシュフロー（税引後当期利益＋減価償却費）においてどれだけの期

間で返済できるかというものである。

　　借入金返済可能年数（年）＝（短期借入金＋長期借入金）÷（税引後当期利益＋減価償却費）

 ＝（0 円＋ 34,867 千円）÷（668 千円＋ 13,447 千円）

 ＝ 2.47 → 2.5（年） 

テキスト 3，P139，7. 検証　⑶返済能力を中心とした分析　参照

固 定 長 期 適 合 率

問　48　A社の固定長期適合率（％）として，次のうち正しいものを 1つ選びなさい。なお，単位の

設定において計算上生ずる端数については，小数第 2位を四捨五入し，小数第 1位まで求めなさい。

⑴　105.8％

⑵　104.8％

⑶　106.4％

⑷　103.4％

⑸　102.4％
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	 正解率　70％

正解　⑵	

　解　説

　　固定長期適合率とは，固定資産がどのような資金によって賄われているかどうかを

判断する指標である。100％を超えると固定資産が短期資金で賄われていることを意味

し，資金繰りが悪くなっていることを表している。

　　固定長期適合率（％）＝固定資産÷（固定負債＋自己資本）× 100

 ＝ 55,310 千円÷（44,942 千円＋ 7,846 千円）× 100

 ＝ 104.77 → 104.8（％）

テキスト 2，P116，2. 貸借対照表の変化　参照

テキスト 3，P139，7. 検証　⑵比率分析（同業他社比較）　参照
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農業を営むB社の下記資料を基に，問 49～問 50 に答えなさい。

［B 社の売上高と費用に関する資料］ （特筆なき場合，単位は千円とする）

全　体 作目ごとの内訳
科　目 金　額 作目 A 作目 B 作目 C

売上高 120,000 30,000 54,000 36,000
売上原価 109,000 27,100 48,700 33,200

期首仕掛品棚卸高 0 0 0 0
材料費 38,000 9,000 16,000 13,000
労務費 32,000 ① ＊＊＊ ＊＊＊
動力光熱費 6,000 ＊＊＊ ② ＊＊＊
修繕費 4,000 800 2,000 1,200
支払地代 9,000 2,700 3,420 2,880
減価償却費 14,000 1,000 10,000 3,000
その他 6,000 1,800 3,000 1,200
期末仕掛品棚卸高 0 0 0 0

売上総利益 11,000 2,900 5,300 2,800
販売費・一般管理費 10,000 ― ― ―
営業利益 1,000 ― ― ―
時間単価（円） ＊＊＊ ＊＊＊ ③

問題の性質上，明らかにできない部分は＊＊＊で表している。

［B 社の作目に関するその他の資料］

全　体
作目ごとの内訳

作目 A 作目 B 作目 C
広さ（ha） 10.0 3.0 3.8 3.2
作業時間（h） 8,000 2,500 3,000 2,500

B 社では，費用を作目ごとに分けて管理しており，動力光熱費と支払地代は広さで，
労務費は作業時間で，それぞれ全体の費用を按分している。
各費用の変動費と固定費の区分は，以下のとおりとする。
　変動費：売上原価項目（材料費，動力光熱費，修繕費）
　固定費：売上原価項目（労務費，支払地代，減価償却費，その他，販売費・一般 

管理費）
なお，変動的支出は，変動費の科目と同一とする。
長期借入金返済額等は 14,000 千円とする。

（注）資料に記載のある数値等は，所与のものとして扱うこと。
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売 上 高 と 費 用

問　49　〈設例〉の空欄①～③に入る数値の組み合わせとして，次のうち正しいものを 1つ選びな

さい。

⑴　①　10,000 千円　　②　2,880 千円　　③　1,160 円

⑵　①　12,000 千円　　②　2,280 千円　　③　1,120 円

⑶　①　10,000 千円　　②　2,280 千円　　③　1,120 円

⑷　①　12,000 千円　　②　2,880 千円　　③　1,120 円

⑸　①　10,000 千円　　②　2,280 千円　　③　1,160 円

	 正解率　76％

正解　⑶	

　解　説

①　作目Ａの労務費＝全体の労務費 32,000 千円×（作目Ａの作業時間 2,500h ÷全体の

作業時間 8,000h）

 ＝ 10,000 千円

②　作目Ｂの動力光熱費＝全体の動力光熱費 6,000 千円×（作目Ｂの広さ 3.8ha ÷全体の

広さ 10.0ha）

 ＝ 2,280 千円

③　作目Ｃの時間単価＝作目Ｃの付加価値額 2,800 千円÷作目Ｃの作業時間 2,500h

 ＝ 1,120 円

　※１　作目Ｃの付加価値額＝売上高−変動費（材料費，動力光熱費，修繕費）−配分可能

固定費（労務費，支払地代，減価償却費，その他）

＝売上高 36,000 千円−変動費（材料費 13,000 千円＋動力

光熱費 1,920 千円＋修繕費 1,200 千円）−配分可能固定費

（労務費 10,000 千円＋支払地代 2,880 千円＋減価償却費

3,000 千円＋その他 1,200 千円）

＝ 2,800 千円

　※２　作目Ｃの動力光熱費＝全体の動力光熱費 6,000 千円×（作目Ｃの広さ 3.2ha ÷

全体の広さ 10.0ha）

＝ 1,920 千円

　※３　作目Ｃの労務費＝全体の労務費 32,000 千円×（作目Ｃの作業時間 2,500h ÷全体の

作業時間 8,000h）

＝ 10,000 千円

テキスト 2，P143，1. 目からウロコ～「時間単価」を通じてわかること　参照
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損 益 分 岐 点 売 上 高

問　50　B社の損益分岐点売上高として，次のうち正しいものを 1つ選びなさい。なお，単位の設

定において計算上生ずる端数については，百円単位を四捨五入し，千円単位で表しなさい。

⑴　 85,490 千円

⑵　 98,763 千円

⑶　101,667 千円

⑷　118,333 千円

⑸　130,930 千円

	 正解率　64％

正解　⑷	

　解　説

　　損益分岐点売上高＝固定費÷｛１−（変動費÷売上高）｝

　　損益分岐点売上高＝固定費71,000千円÷（1−（変動費48,000千円÷売上高120,000千円） 

＝ 118,333,333 円→ 118,333 千円

　　　※１　固定費＝労務費32,000千円＋支払地代9,000千円＋減価償却費14,000千円＋

その他 6,000 千円＋販売費・一般管理費 10,000 千円

＝ 71,000 千円

　　　※２　変動費＝材料費 38,000 千円＋動力光熱費 6,000 千円＋修繕費 4,000 千円

＝ 48,000 千円

テキスト 2，P128，1. 損益分岐点の計算式　参照
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