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解説編の利用にあたって

1 ．本書は，2021年２月６日実施の第48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」「アグリビジネス」の
定義と「農業と他産業の違い」

問　1　「農業」「アグリビジネス」の定義と「農

業と他産業の違い」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　農業とは，「生物を栽培・飼養して，対価

を得ることを継続的に行う経済活動」であ

るといえる。

⑵　天然性のしいたけ，きのこ，わさびなど

の採取は耕種に含まれない。

⑶　ハチミツを採取する養蜂業や絹糸を採取

する養蚕業は畜産の範疇には含まれない。

⑷　窒素，リン酸，カリウムを，肥料の 3 要

素という。

⑸　中山間地域は，圃場 1 枚当り区画が小さ

かったり，不整形だったり，傾斜がきつい

など，農地としての制約が大きい。

	 正解率　74％

正解　⑶	

　解　説

⑴　農業を定義している法律はないが，

広辞苑（第 5 版）では，農業を「地力

を利用して有用な植物を栽培耕作し，

また，有用な動物を飼養する有機的生

産業」と定義している。事業とは「自

己の計算と危険において営利を目的と

し対価を得て継続的に行う経済活動」

であることを踏まえ，農業とは，「生物

を栽培・飼養して対価を得ることを継

続的に行う経済活動」であるといえる。

したがって，⑴は正しい。テキスト 1，

P10，1.「農業」とは生物の力を利用し

て再生産する産業　参照

⑵　農業は大きく「耕種」と「畜産」に

区分される。耕種とは，土地利用型農

業ともいい，田畑を耕し，作物を植え

る農業で，天然性のしいたけ，きのこ，

わさびなどの採取は，耕種には含まれ

ない（林業に区分される）。したがって，

⑵は正しい。テキスト 1，P10，2. 農

業の分類（営農類型）　参照

⑶　畜産とは，家畜を飼養・増殖し，人

間生活に利用するものを得る産業であ

る。したがって，ハチミツを採取する

養蜂業や絹糸を採取する養蚕業もこの

範疇に含まれる。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 1，P11，2. 農業の分類（営

農類型）　参照

⑷　植物の肥大に影響を及ぼす窒素（元
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素記号 N），代謝に影響を及ぼすリン酸

（同 P），細胞内外の水分調整等に影響

を及ぼすカリウム（同 K）を，肥料の

3 要素という。したがって，⑷は正し

い。テキスト 1，P13，1. 農業の特徴（製

造業との対比）　⑵自然条件（土壌，気

候，風土）への配慮が必要　参照

⑸　中山間地域は，その立地ゆえ，圃場

1 枚当り区画が小さかったり，不整形

だったり，傾斜がきついなど，農地と

しての制約が大きく，さらに，過疎化・

高齢化等により経営規模や経営コスト

等の点で平地と格差がある。したがっ

て，⑸は正しい。テキスト 1，P14，1. 農

業の特徴（製造業との対比）　⑵自然条

件（土壌，気候，風土）への配慮が必

要　参照

テキスト 1　P10 ～ 14

認 定 農 業 者

問　2　認定農業者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　認定農業者は，経営規模が小さい新規就

農，兼業農家でも，一定の所得水準を目指

す場合は対象となる。

⑵　2019 年 3 月末における認定農業者の年齢

構成は，2010 年における基幹的農業従事者

と比較すると，年齢の若い世代が主体となっ

ている。

⑶　農業経営改善計画書は，5 年後の経営改

善の目標と達成に向けた取組みを具体的に

書き込む。

⑷　認定手続きにおいて，農業経営改善計画

書は，事業を実施する予定の都道府県に提

出する。

⑸　2017 年の運用改善により，認定農業者の

認定の判断基準が所得に統一された。

	 正解率　52％

正解　⑷	

　解　説

⑴　認定農業者は，経営規模が小さい新

規就農，兼業農家でも，一定の所得水

準を目指す場合は対象となる。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト 1，P20，1. 認

定農業者とは　参照

⑵　2019 年 3 月末における認定農業者

の年齢構成は 40 代～ 50 代が 38.6％を

占めており，2010 年における基幹的

農業従事者の年齢構成（65 歳以上が

61.1％）と比較して若い世代が主体と

なっている。したがって，⑵は正しい。

テキスト 1，P20，1. 認定農業者とは

　参照

⑶　農業経営改善計画書は，経営規模や

所得，労働時間を数字で表しながら，5

年後の経営改善の目標と達成に向けた

取組みを具体的に書き込む。JA は，必

要に応じて市町村，農業委員会，普及

指導センター，担い手育成総合支援協

議会等と連携して，計画の作成をサポー

トする。したがって，⑶は正しい。テ

キスト 1，P21，2. 認定手続き　参照

⑷　認定手続きにおいて，農業経営改善

計画書は，事業を実施する予定の市町

村に提出する。計画書は市町村基本構

想に照らして適切か，達成できる計画

か，農用地の効率的・総合的利用に配

慮したものかといった点が認定基準に

なる。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，
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P21，2. 認定手続き　参照

⑸　2017 年に，加工や販売等の 6 次産業

化に取り組んでいる，めずらしい西洋

野菜を作っている…など，多様な経営

を柔軟に認定できるように認定基準が

見直されるとともに，認定農業者の認

定の判断基準が所得に統一された。し

たがって，⑸は正しい。テキスト 1，

P23，4. 認定農業者制度の運用改善（経

営内容の自己チェック）　⑵ 2017 年の

運用改善　参照

テキスト 1　P20 ～ 23

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　食料・農業・農村白書によると，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業生産を共同して

行う営農活動である。

⑵　集落営農の運用形態の 1 つであるオペ

レーター型とは，集落で機械や施設を共同

で所有する形態である。

⑶　集落営農は，すべてが法人格を持たない

任意組織である。

⑷　集落営農では，機械の共同利用による経

費節減は期待できない。

⑸　集落営農は，人手の確保が容易である。

	 正解率　80％

正解　⑴	

　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」と定義している。

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，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，一般的には法人格を持

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は誤りである。

テキスト 1，P24，1. 集落営農とは（定

義）　参照

⑷　小規模な自己完結型の稲作経営の場

合，農機具への設備投資は過大になり

がちである。これに対し，集落営農で

は機械の共同利用による経費節減が期

待される。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
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「 耕 作 放 棄 地 」

問　4　「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。

⑵　「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　耕作放棄地を所有者別にみると，土地持

ち非農家による割合が約 60％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　2012 年度より各市町村において，「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。

	 正解率　57％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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。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，⑴は正しい。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

る耕作放棄地 206 千 ha と，土地持ち非

農家による割合は約 48％である。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 1，P45，1. 耕

作放棄地とは　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

近郊だけではなく，日本の至る所で非

農業用地への転用機会が生じている。

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

　⑴転用期待　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，農業

次世代人材投資資金（経営開始型），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
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国 際 間 で の 動 き

問　5　国際間での動き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　WTO（世界貿易機関）は，多国間で相互

に貿易の阻害要因を削減し，自由貿易を推

進することを目的としている。

⑵　FTA（自由貿易協定）は，財やサービス

の貿易促進を目的とする。

⑶　2 国間協定である EPA（経済連携協定）は，

他国に差別や例外を設ける取扱いを行うこ

とができる。

⑷　TPP 協定（環太平洋パートナーシップ協

定）は，太平洋周辺の国々との間で，関税

のみを撤廃することを目的としている。

⑸　日米貿易協定は，日米間の物品貿易に関

する協定である。

	 正解率　62％

正解　⑷	

　解　説

⑴　WTO（世界貿易機関）とは，GATT（関

税と貿易に関する一般協定）ウルグア

イ・ラウンド合意を受け，GATT の枠

組みを発展させるものとして 1995 年

1 月に発足した国際機関で，多国間で

相互に貿易の阻害要因を削減し，自由

貿易を推進することを目的としており，

多角的貿易交渉の場を提供している。し

たがって，⑴は正しい。テキスト1，P59，

1. 貿易に関する多国間の取決め WTO，

2 国間の取決め FTA／EPA　参照

⑵　FTA（自由貿易協定）は，特定の国

や地域との「2 国間協定」で，財やサー

ビスの貿易促進を目的とする。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト 1，P59，1. 貿

易に関する多国間の取決め WTO，2 国

間の取決め FTA ／ EPA　参照

⑶　EPA（経済連携協定）などの 2 国間

協定では，協定を結ぶ当事者国間の話

合い次第で，他国に差別や例外を設け

る取扱いを行うことができる。たとえ

ば，日本がシンガポールと結んだ EPA

では，農産物は関税撤廃の例外扱いに

なっている。したがって，⑶は正しい。

テキスト 1，P59，1. 貿易に関する多

国間の取決め WTO，2 国間の取決め

FTA ／ EPA　参照

⑷　TPP 協定（環太平洋パートナーシッ

プ協定）は，太平洋周辺の国々との間

で，ヒト・モノ・サービス・カネの移

動をほぼ自由にし，関税ならびに物品・

サービスの貿易および投資に対するそ

の他の障壁を撤廃するなど，包括的で

高い水準の協定を目指したものである。

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，P63，

4.TPP 協定交渉への参加　参照

⑸　日米貿易協定は，世界の GDP の約 3

割を占める，日米間の物品貿易に関す

る協定である。2019 年 10 月，米国・

ワシントン D.C. にて締結署名が行わ

れ，2020 年 1 月 1 日に発効した。し

たがって，⑸は正しい。テキスト 1，

P64，5. 日米貿易協定の発効　⑴交渉

の経緯　参照

テキスト 1　P59 ～ 64

「生産調整」と「経営所得安定対策」

問　6　「生産調整」と「経営所得安定対策」

に関する次の記述について，正しいものを	
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1 つ選びなさい。

⑴　生産調整とは，1971 年から行われた米の

価格維持を行う政策のことである。

⑵　2004 年からの米需給調整は，「減反面積」

ではなく「生産目標数量」を調整する方式

に転換した。

⑶　2012 年 12 月の政権交代により，「戸別所

得補償制度」は抜本的に見直され，2014 年

から「経営所得安定対策」が開始された。

⑷　2013 年 12 月に農林水産業・地域の活力

創造プランが発表され，経営所得安定対策

については，米の直接支払交付金が今後も

継続されることになった。

⑸　米政策について，2018 年産から，農業者

は行政による生産数量目標の配分に応じた

生産・販売を行うことになった。

	 正解率　32％

正解　⑵	

　解　説

⑴　生産調整とは，1971 年から本格的に

行われた米の需給調整を行う政策のこ

とをいう。したがって，⑴は誤りであ

る。テキスト 1，P71，1. 生産調整は「減

反面積」から「生産目標数量」へ　参照

⑵　2004 年からの米需給調整は，「減反面

積」ではなく「生産目標数量」を調整

する方式に転換するとともに，一定の

交付額により産地づくり対策と米価下

落対策を柔軟に実施する産地づくり交

付金の制度が創設された。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，P71，1. 生産調整は「減反

面積」から「生産目標数量」へ　参照

⑶　2012 年 12 月の自民党への政権交代

により，「戸別所得補償制度」について

は，名称を「経営所得安定対策」に変

更し，2014 年までに抜本的な見直しを

行うこととされた。したがって，⑶は

誤りである。テキスト 1，P72，2. 米

政策をめぐる昨今の動向　参照

⑷　2013 年 12 月に農林水産業・地域の

活力創造プランが発表され，経営所得

安定対策については，一律の支払いな

ど構造改革にそぐわない面があったた

め，米の直接支払交付金や米価変動補

填交付金について段階的に廃止される

ことになった。したがって，⑷は誤り

である。テキスト 1，P72，2. 米政策

をめぐる昨今の動向　参照

⑸　米政策について，2018 年産から，行

政による生産数量目標の配分がなくな

り，農業者（産地）は，主体的に需要

に応じた生産・販売を行うことになっ

た。したがって，⑸は誤りである。テ

キスト 1，P73，3.2018 年産から新た

な米政策が始まる　参照

テキスト 1　P71 ～ 73

「環境保全型農業」と「GAP」

問　7　「環境保全型農業」と「GAP（Good	

Agricultural	 Practice）」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　都道府県知事から「持続性の高い農業経

営方式に関する計画」の認定を受けた農業

者を「エコファーマー」と呼ぶ。

⑵　エコファーマーの認定件数は，2011 年以

降最近まで増加傾向にある。

⑶　GAP とは，農業において食品安全等の品

質管理基準のことをいう。

⑷　農業者が GAP を導入しても，農産物の
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バイヤーにとってメリットはない。

⑸　国際水準の 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。

	 正解率　72％

正解　⑸	

　解　説

⑴　都道府県知事から「持続性の高い農

業生産方式の導入に関する計画」の認

定を受けた農業者を「エコファーマー」

と呼ぶ。したがって，⑴は誤りである。

テキスト 1，P86，3. 政府の取組み②「エ

コファーマー」　参照

⑵　エコファーマーの認定件数は，設定

が始まった 1999 年以降増加が続いて

いたが，2011 年をピークに最近は減少

傾向にある。この背景としては，5 年

間の計画期間を終えた農業者が高齢化

による離農や価格的優位性に乏しいこ

とを理由に再認定申請を行わなかった

こと等の要因があるものと考えられて

いる。したがって，⑵は誤りである。

テキスト 1，P86，3. 政府の取組み②「エ

コファーマー」　参照

⑶　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，⑶は誤りである。テ

キスト1，P90，1.GAPとは（定義）　参照

⑷　GAP（Good Agricultural Practice）

導入は，農業者にとって①農場管理の

標準化による経営の効率化，②信頼性

の向上，③安定的的取引への誘因効果

が期待できるほか，農産物のバイヤー

にとってもクレームの削減といったメ

リットが見込まれる。したがって，⑷

は誤りである。テキスト 1，P91，3. 日

本における GAP の取組み　参照

⑸　日本国内の食品製造・小売事業者

にも，国際水準の GAP 取得認証を求

める動きが拡大，加速化している。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は正しく，

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　P86 ～ 92

「農業参入」と「地理的表示保護制度」

問　8　「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　2009 年 12 月の改正農地法の施行により，

農地のリース方式による農業参入が全面自

由化された。

⑵　日本政策金融公庫の調査によると，農業

参入企業で参入後に黒字に至った先は，赤

字先と比較すると参入時に課題としていた

「販路の確保」「農業技術の習得」「生産物の

販売単価」「資金調達（長期資金）」の解決

割合が高い。

⑶　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。
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⑷　「地理的表示」の登録を受けた団体の品質

管理体制は，都道府県知事がチェックする。

⑸　「地理的表示」と登録標章（GI マーク）

の使用は，農林水産大臣が審査のうえ，基

準を満たすものに認められる。

	 正解率　47％

正解　⑷	

　解　説

⑴　2009 年 12 月の改正農地法の施行に

より，農地のリース方式による農業参

入が全面自由化された。これにより農

地を利用して農業経営を行う一般法人

は，2018 年 12 月末現在，全国で 3,286

法人となっている。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　日本政策金融公庫が 2011 年に全国

の農業参入企業に対して行った「企業

の農業参入に関する調査」によると，

黒字に至った先は赤字先と比較すると，

参入時に課題としていた「販路の確保」

「農業技術の習得」「生産物の販売単価」

「資金調達（長期資金）」の解決割合が

高いとの結果が出ている。したがって，

⑵は正しい。テキスト 1，P98，3. 農

業参入における課題　参照

⑶　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，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，⑶は正しい。

テキスト 1，P99，1. 地理的表示保護

制度とは　参照

⑷　「地理的表示」の登録を受けた団体が

品質管理を実施し，農林水産大臣が団

体の品質管理体制をチェックする。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」と登録標章（GI マーク）

の使用が認められる。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 ～ 99

「青年等就農計画制度」と「収入保険制度」

問　9　「青年等就農計画制度」と「収入保険

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　収入保険制度の対象者は，青色申告を行

い，経営管理を適切に行っている農業者（個

人）であり，法人は対象外である。

⑵　新たに農業経営を営もうとする青年（原

則 18 歳以上 45 歳未満）は，青年等就農計

画の対象者となる。

⑶　収入保険制度は，すべての農産物を対象

（肉用牛，肉用子牛，肉豚，鶏卵を除く）に，

自然災害だけでなく，価格低下などを含め

た収入減少の一部を補填するものである。

⑷　青年等就農計画制度とは，市町村の認定

を受けた認定新規就農者に対して，早期の

経営安定に向けたメリット措置を集中的に

実施するものである。

⑸　収入保険制度に加入するかどうかは農業

者の選択（任意加入）である。
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	 正解率　61％

正解　⑴	

　解　説

⑴　収入保険制度の対象者は，青色申告

を行い，経営管理を適切に行っている

農業者（個人・法人）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，P105，2. 収入

保険制度の導入　参照

⑵　青年等就農計画の対象者は，その市

町村の区域内において新たに農業経営

を営もうとする青年（原則 18 歳以上

45 歳未満），知識・技能を有する者（65

歳未満），これらの者が役員の過半を占

める法人のいずれかである。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト 1，P103，1. 青

年等就農計画制度とは　参照

⑶　2019 年 1 月からスタートした収入保

険制度は，すべての農産物を対象（肉

用牛，肉用子牛，肉豚，鶏卵を除く）に，

自然災害だけでなく，価格低下などを

含めた収入減少の一部（基準収入の 9

割を下回った額の最大 9 割）を補填す

るものである。したがって，⑶は正しい。

テキスト 1，P105，トピックス⑨「収

入保険制度」Q ＆ A　参照

⑷　青年等就農計画制度とは，新たに農

業を始める方が作成する青年等就農計

画を市町村が認定し，その計画に沿っ

て農業を営む認定新規就農者に対して

重点的に支援措置を講じようとするも

のである。したがって，⑷は正しい。

テキスト 1，P103，1. 青年等就農計画

制度とは　参照

⑸　2019 年 1 月からスタートした収入保

険制度に加入するかどうかは農業者の

選択（任意加入）である。したがって，

⑸は正しい。テキスト 1，P105，2. 収

入保険制度の導入　参照

テキスト 1　P103 ～ 105

農地制度における農地（定義）

問　10　農地制度における農地（定義）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　農地法における農地とは，「農産物の採取

により収入を得ることを目的に供される土

地」のことをいう。

⑵　肥料用または飼料用の採草が行われる野

草地は，農地には当たらない。

⑶　森林経営として栗材や竹材の採取を目的

としているときは，栗や竹は作物に当たる。

⑷　ある土地が農地であるかどうかは，土地

の事実状態にかかわらず，土地登記簿の地

目によってのみ区分して判断する。

⑸　農地法上の「農地等」とは，「採草放牧地」

と同じ意味である。

	 正解率　38％

正解　⑵	

　解　説

⑴　農地法における農地とは「耕作の目的

に供される土地」であり（2 条 1 項），耕

耘・播種・除草・施肥・中耕・病虫害防除等

の肥培管理を行って作物を栽培する土

地をいう。したがって，⑴は誤りである。

テキスト 1，P124，1. 農地とは　参照

⑵　肥料用または飼料用の採草が行われ

る野草地は，肥培管理をして作物を栽

培する行為がないため，間接的には耕
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作の目的に供されるものの，農地には

当たらない。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，

P124，1. 農地とは　参照

⑶　栗や竹は，栗の実や筍の採取を目的

としてそれが栽培されると認められる

程度の肥培管理が行われているときは

作物に当たり，その栽培されている土

地は農地となる。しかし，森林経営と

して栗材や竹材の採取を目的としてい

るときは栗や竹は作物に当たらず，栽

培されている土地も農地には当たらな

い。したがって，⑶は誤りである。テ

キスト 1，P124，1. 農地とは　参照

⑷　ある土地が農地であるかどうかは，

土地の事実状態に基づいて，客観的に

判断する（いわゆる現況主義）。すなわ

ち，その土地の位置，環境，利用の経緯，

現況などを総合的に考慮して農地であ

るかどうかを判断する。したがって，

⑷は誤りである。テキスト1，P125，2.農

地であるかどうかの判断　参照

⑸　農地法上の「農地等」とは，「農地」

と「採草放牧地」を合わせた概念である。

農地法上の「採草放牧地」とは，「農地

以外の土地で，主として耕作または養

畜の事業のための採草または家畜の放

牧の目的に供されるもの」を指す。こ

の「農地等」は，農業振興地域の整備

に関する法律や農業経営基盤強化促進

法における「農用地」と同じ意味となる。

したがって，⑸は誤りである。テキス

ト 1，P126，3. 農地法以外の法律にお

ける農地　参照

テキスト 1　P124 ～ 126

農 業 振 興 地 域 制 度

問　11　農業振興地域制度に関する次の記述

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。

⑵　市町村の定める農業振興地域整備計画に

おいては，農業用施設として利用すべき土

地の区域についての定めはない。

⑶　農用地区域の土地における，非農地の転

用や田畑転換等の開発行為は，市町村の許

可を要する。

⑷　いわゆる農振白地の開発行為は，自由に

行える。

⑸　市街化調整区域は，農業振興地域に指定

することはできない。

	 正解率　74％

正解　⑴	

　解　説

⑴　農業振興地域制度とは，宅地化や工

業用地化など農地の農業以外への利用

が進むなかで，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，

P127，1. 農業振興地域制度とは　参照

⑵　市町村の定める農業振興地域整備計

画では，農用地・農業用施設等として

利用すべき土地の区域（農用地区域）
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および農用地・農業用施設等その区域

内にある土地の農業上の用途区分のほ

か，農業生産の基盤の整備および開発

に関する事項，農用地等の保全に関す

る事項などを定める。したがって，⑵

は誤りである。テキスト 1，P128，2. 農

業振興地域制度の仕組み　参照

⑶　農用地区域の土地が，農業振興地域

整備計画に定められた指定用途に利用

されることを確保するため，非農地の

転用や田畑転換等の開発行為は，知事

の許可を要することとされている。し

たがって，⑶は誤りである。テキスト 1，

P129，3. 農用地区域　参照

⑷　農振白地は農用地区域と一体として

農業の振興を図ることが適当な区域で

あるので，この区域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，⑷は誤りであ

る。テキスト1，P130，5. 農振白地　参照

⑸　市街化調整区域は，市街化を抑制す

べき区域とされており（都市計画法 7

条 3 項），積極的に農業振興地域の指定

を行うこととされている。したがって，

⑸は誤りである。テキスト1，P131，6.都

市計画法との関係　参照

テキスト 1　P127 ～ 131

農 地 等 の 売 買 ， 賃 借

問　12　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　農地等を売買したり貸し借りする場合に

は，一定の場合を除き，農地法 3 条に基づ

いて申請をし，農業委員会の許可を受けな

ければならない。

⑵　農地の権利を取得しようとする者（また

はその世帯員）が，取得後すべての農地等

について効率的に耕作すると認められない

場合は，許可されない。

⑶　相続による遺産分割の場合，農地法の許

可を要しない権利取得者は，農業委員会に

届け出る必要はない。

⑷　法人が農地等の所有権を取得する場合，

農地所有適格法人の要件を満たすことが必

要である。

⑸　法人が，農地の賃借権，使用貸借権を取

得する場合は，農地所有適格法人の要件を

満たさなくとも，一定の要件を満たせば許

可を受けることができる。

	 正解率　65％

正解　⑶	

　解　説

⑴　農地等を売買したり貸し借りする場

合には，一定の場合を除き，農地法 3

条（権利移動）に基づいて申請をし，

農業委員会の許可を受けなければなら

ない。したがって，⑴は正しい。テキスト

1，P144，1. 農地等の売買と貸借　参照

⑵　農地等の買受人（借主）やその世帯

員に必要な機械，労働力，技術などか

らみて，買受け（借受け）後に耕作に

供すべき農地のすべてについて効率的

に耕作を行うと認められないときは許

可されない。したがって，⑵は正しい。

テキスト 1，P144，2. 農地法 3 条の許

可申請と許可基準　参照

⑶　相続による遺産分割の場合など，農
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地法の許可を要しない権利取得であっ

ても，その所在を農業委員会が把握で

きるよう，権利取得者は農業委員会に

届け出ることが義務づけられている。

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 1，P146，

2. 農地法 3 条の許可申請と許可基準　

参照

⑷　法人が農地等の所有権を取得する場

合，農地法 3 条の許可申請と許可基準

に加え，農地所有適格法人の要件を満

たすことが必要である。したがって，

⑷は正しい。テキスト 1，P146，3. 法

人として必要な追加要件　参照

⑸　法人が，農地の賃借権，使用貸借権

を取得する場合は，原則として農地所

有適格法人の要件を満たすことが必要

であったが，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

件を満たさなくとも，一定の要件を満

たせば許可を受けることができるよう

になった。したがって，⑸は正しい。

テキスト 1，P146，3. 法人として必要

な追加要件　参照

テキスト 1　P144 ～ 146

農地転用と利用権設定による耕作

問　13　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，誤っているものを

1つ選びなさい。

⑴　農地転用とは，農地を農地以外の用地に

転換することをいう。

⑵　農地転用する者は，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。

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。

⑸　利用権設定等促進事業に基づく権利移動

の特徴の 1 つは，農業委員会または都道府

県知事の許可を得る必要があることである。

	 正解率　40％

正解　⑸	

　解　説

⑴　農地転用とは，農地を住宅や工場等

の建物，資材置場，駐車場，再生可能

エネルギー設備，山林等の農地以外の

用地に転換することをいう。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト 1，P148，1. 農

地転用の目的と概要　参照

⑵　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。したがって，⑵は正しい。テ

キスト 1，P148，1. 農地転用の目的と

概要　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は正しい。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
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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は正しい。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

移動の特徴の 1 つは，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がないことであ

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 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 ～ 153

施設園芸および畜産における事業用地

問　14　施設園芸および畜産における事業用

地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　畜舎の敷地は，農地法に定める農地では

ない。

⑵　農地の形質変更を行わずに，簡易的な棚

を設置して，その上で農作物の栽培を行う

場合，その土地は農地ではない。

⑶　農地に隣接する事務所，倉庫，直売所は，

隣接した農地と合わせて全体を農地として

取り扱って差し支えない。

⑷　温室を建築し，その敷地を直接耕作の目

的に利用し，農作物を栽培している場合，

その土地は，農地ではない。

⑸　現況が農用地区域にある農地となってい

る用地に畜舎を建設する場合，農用地区域

からの除外申請をすれば農地法に基づく農

地転用の手続きは不要である。

	 正解率　59	％

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，畜舎を立てる用地は農地で

はない。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，

P159，1. 畜産における事業用地の区分

　参照

⑵　2002 年 4 月 1 日に農林水産省から示

されたガイドラインによると，農地に

形質変更を加えず，棚の設置やシート

の敷設など，いつでも農地を耕作でき

る状態を保ったままで，その棚やシー

トの上で農作物を栽培している土地は，

引き続き農地法上の農地として取り

扱って差し支えない。したがって，⑵

は誤りである。テキスト 1，P154，2. 農

地法上の運用ガイドライン　図表 1-3-

11-1　参照

⑶　その農地の農作物の栽培のため，そ

の農地に通路，進入路，機械・設備等

を設置している用地部分は，当該部分

が農作物の栽培に通常必要不可欠なも

のであり，その農地から独立して他用

途への利用または取引の対象となり得

ると認められるものでないときは，当

該部分も含めて全体を農地として取り

扱って差し支えない。事務所，倉庫，

直売所については，その農地の農作物

の栽培に通常必要不可欠なものとはい

えないため，農地として認められない。
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したがって，⑶は誤りである。テキス

ト 1，P155 ～ 158，2. 農地法上の運用

ガイドライン　図表 1-3-11-1　参照

⑷　農地法上，農地とは「耕作の目的に

供される土地」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，その土地は農地といえる。

したがって，⑷は誤りである。テキス

ト 1，P154，1. 施設園芸における事業

用地　参照

⑸　畜舎の事業用地は農地法に定める農

地ではないため，現況が農地となって

いる用地において畜舎を建設する場合，

農地転用の手続きが必要である。農業

振興地域の整備に関する法律（農振法）

では，農用地区域の土地について指定

された用途への利用を確保するため開

発行為が制限されている。事業予定地

が農用地区域にある場合，農用地区域

からの除外を申請し，そのうえで農地

法に基づく農地転用の手続きを進める

必要がある。したがって，⑸は誤りで

ある。テキスト 1，P160，2. 現況農地

となっている用地における畜舎の建設

　参照

テキスト 1　P154 ～ 160

稲 作 の 業 界 動 向

問　15　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　米の産出額は長期低下傾向にあったが，

東日本大震災に伴う米価上昇が要因となっ

て，2012 年は 2 兆円を上回った。その後は

減少に転じたが，2017 年は対前年比 4.9％

増加となった。

⑵　主食用米の作付面積は，近年増加傾向に

ある。

⑶　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，主に加工用

に販売される。

⑷　日本の米は，海外で高い評価を得ており，

年々輸出量が伸びている。

⑸　米の生産者価格とは，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　83％

正解　⑵	

　解　説

⑴　米の産出額は長期低下傾向にあった

が，東日本大震災に伴う米価上昇が要

因となって，2012 年は 2 兆円を上回っ

た。その後は減少に転じたが，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が上昇し，2017

年産は，対前年比 4.9％増加となってい

る。したがって，⑴は正しい。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。なお，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ことから，

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は誤り

であり，これが本問の正解である。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。
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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，年々輸出量が伸びている。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。したがって，

⑷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

⑸　米の生産者価格とは，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，目利きのポイント

問　16　稲作の業務知識，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　稲作の生産体系の特徴として，通常は麦

類と組み合わせた 2 毛作が行われている。

⑵　年間 20t 以上の米の流通を行う者は，流

通段階別に政府に登録する必要がある。

⑶　2018 年産からは，農業者（産地）は行政

による米の生産数量目標に応じた生産・販

売を行える状況になるように政策が見直さ

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が黒字になる

ケースが多い。

⑸　米流通の自由化進展により，近年は卸業

者等へ直接販売する生産者が増えている。

	 正解率　66％

正解　⑸	

　解　説

⑴　温暖な地域では，稲作は麦類と組み

合わせた 2 毛作（1 年に稲と麦などの

裏作を 1 回ずつ栽培する方法）が可能

であるが，稲作は，通常は 1 年 1 作で

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，田植えと収穫調製の時期に

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，流通業者に対しては，従来

の流通段階別の登録制を廃止し，出荷

業者・卸売業者・小売業者を区別せず，

年間 20t 以上の米の流通を行う者は，

届出をすればよいこととなった。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，農業者（産地）

は主体的に需要に応じた生産・販売を

行うことになった。また，米の生産数

量目標に従って生産した販売農家また

は集落営農が対象の米の直接支払交付

金（7,500 円 /10a）も 2018 年産から廃
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止された。したがって，⑶は誤りである。

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　米流通の自由化進展により，近年

は卸業者等へ直接販売する生産者が増

えている。中間経路の省略による流通

経費削減により，農協へ出荷するより

も高い価格で出荷しているケースが多

く，通常は出荷後 1 週間程度で現金決

済される。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 1，

P178，4. キャッシュフロー構造　参照

テキスト 1　P171 ～ 178

野菜の業界動向，業務知識，目利きのポイント

問　17　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　日本では，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る。

⑵　農林水産省の統計によると，野菜の主産

地は，九州と都市近郊に集中している。

⑶　野菜の輸入品目（2017 年）ではたまねぎ，

かぼちゃの割合が高い。

⑷　近年，青果物の市場経由率は，低下傾向

にある。

⑸　野菜生産において土地利用型の生産体系

は，労働力は比較的少なくて済む。

	 正解率　54％

正解　⑵	

　解　説

⑴　日本では，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 年には米の農業産出額を超えるよ

うになった。したがって，⑴は正しい。

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　野菜の主産地は北海道と都市近郊に

集中しており，2017 年における産出額

上位は①北海道（2,114 億円），②茨城

県（2,071 億円）③千葉県（1,829 億円）

④熊本県（1,247 億円）⑤愛知県（1,193

億円）となっており，上位 5 道県で野

菜の産出額の約 35％を占めている。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，P180，2.生

産～近年は 1,100 万 t 台　参照

⑶　野菜の輸入品目（2017 年）では，た

まねぎ 294 千 t（うち中国産 272 千 t），

かぼちゃ 161 千 t（うちニュージーラ

ンド産 54 千 t）が主なものとなってい

る。したがって，⑶は正しい。テキス

ト 1，P181，3. 需給～輸入は近年増加

傾向　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は，低下

傾向にある。したがって，⑷は正しい。
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テキスト 1，P183，2. 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　土地利用型の生産体系は，単価が低

く一定の所得を上げるためには多くの

作付面積を必要とする一方，労働力は

比較的少なくて済む。だいこんやさと

いもなどの根菜類，高冷地等における

キャベツ，はくさいなどの葉茎菜類が

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　18　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　国民 1 人当りの果実摂取量は，近年増加

傾向にある。

⑵　果実の輸出額は，2013 年以降，年々減少

している。

⑶　果実は，景気による消費者の消費動向の

影響を受けづらい。

⑷　果樹の減価償却は，植栽をしたと同時に

開始される。

⑸　果樹農家で改植を行ったことにより，未

成園がある場合は，一定期間未収益期間が

あり，支出のみが先行する。

	 正解率　65％

正解　⑸	

　解　説

⑴　国民 1 人当りの果実摂取量は，1 年

で 35.6kg，1 日で 97.6g となっており

（2017 年概算値），近年はほぼ横ばいで

ある。したがって，⑴は誤りである。

テキスト 1，P192，2. 生産～近年は

300 万 t 前後　参照

⑵　2013 年以降は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 億円である。したがって，⑵

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

⑶　果実は，景気による消費者の消費動

向の影響を受ける。消費者からみて野

菜と比較して嗜好品である果実は，消

費の優先度が低く，景気減退期には消

費が減退する傾向にある。したがって，

⑶は誤りである。テキスト1，P193，4.価

格～卸売価格は変動　参照

⑷　果樹の減価償却は成園となってから

開始される。「植栽開始＝償却始期」で

はない。したがって，⑷は誤りである。

テキスト 1，P195，1. 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

⑸　果樹農家で改植を行ったことにより，

未成園がある場合は，一定期間未収益

期間があり，その間は，支出のみが先

行することになる。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 1，P199，4. キャッシュフロー

構造　参照

テキスト 1　P192 ～ 199

農業簿記（概観）の特徴および「収益
の認識基準と計上時期，計上方法」

問　19　農業簿記の特徴（概観）および「収
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益の認識基準と計上時期，計上方法」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　農業簿記は農産物の生産に関する情報を

記録する必要から，製造原価の項目がある

工業簿記に近い体系であるが，生物的生産

を対象としていること等により，独特なも

のになっている。

⑵　農業簿記の特徴として，農業経営の各種

組織形態に起因して，会計処理上特殊な取

扱いが発生する。

⑶　農事組合法人が収益を配分する方法のう

ち，出役した時間などによって当期剰余金

を配分する方法を従事分量配当という。

⑷　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，原

価で評価されて総収入金額に算入される。

⑸　委託販売での収益計上時期は，受託者が

その委託品を販売した時とするのが原則で，

野菜や畜産物の販売に適用される。

	 正解率　60％

正解　⑷	

　解　説

⑴　農業簿記は農産物の生産に関する情

報を記録する必要から，製造原価の項目

がある工業簿記に近い体系になってい

る。しかしながら，生物的生産を対象

としていること，農業に対して政府が

各種の助成策を用意していること等に

より，独特なものとなっている。した

がって，⑴は正しい。テキスト 2，P6，

農業簿記の特徴（概観）Q ＆ A　参照

⑵　農業簿記の特徴として，農事組合法

人における会計処理など，農業経営の

各種組織形態に起因して，会計処理上

特殊な取扱いが発生する。したがって，

⑵は正しい。テキスト 2，P6，2. 農業

簿記の特徴　参照

⑶　農事組合法人の収益配分方式のうち，

出役した時間などによって当期剰余金

を配分する方法を従事分量配当という。

その他に組合員に給料を支払う方法も

選択できる。したがって，⑶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

⑷　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，⑷は誤りであり，こ

れが本問の正解である。テキスト 2，

P11，1. 収益の認識基準　参照

⑸　委託販売での収益の計上時期は，受

託者がその委託品を販売した時とする

のが原則で，野菜や畜産物の販売につ

いて適用される。しかしながら，米，麦，

大豆の販売については，JA は出荷した

農業者に対し，出荷時に仮払金を，委

託販売の完了時に精算金を支払うため，

精算金が期中に確定せず，翌年度，翌々

年度に入金されることもある。このた

め，これらを委託販売する際は，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，継続適用を条件に税務上も

認められている。したがって，⑸は正

しい。テキスト 2，P12，2. 委託販売

の取扱い　参照

テキスト 2　P6 ～ 12
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「農畜産物原価計算」と「育成仮勘定」

問　20　農業簿記の特徴としてあげられる「農

畜産物原価計算」と「育成仮勘定」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　農畜産物の原価計算は，未収穫農産物も

含め，①費用別計算，②部門別計算，③製

品別計算の順に行う。

⑵　部門別原価計算において，特定の部門で

消費したと認識できる原価要素を部門個別

費という。

⑶　個人農業者は，畑に生える幼麦など未収

穫の農産物を毎年同程度の規模で作付けし

ている場合，その費用を当該年分の必要経

費にできない。

⑷　育成仮勘定とは，育成途上の果樹や牛馬

などの育成にかかった費用を，最初から「生

物勘定」として計上し，それが成熟した段

階で減価償却を始めるものである。

⑸　酪農における搾乳牛の場合，妊娠が確認

されてから減価償却を開始する。

	 正解率　36％

正解　⑵	

　解　説

⑴　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ので，製品別計

算は必要ない。したがって，⑴は誤り

である。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

⑵　部門別原価計算において，特定の部

門で消費したと認識できる原価要素を

部門個別費という。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 2，P14，2. 部門別原価計算（作

目別原価計算）　⑵部門個別費と部門共

通費　参照

⑶　個人農業者が，畑に生える幼麦な

ど未収穫の農産物を毎年同程度の規模

で作付けしている場合，その費用は当

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，⑶は誤りで

ある。テキスト 2､ P16，4. 未収穫農

産物の取扱い　参照

⑷　育成仮勘定とは，育成途上の果樹や

牛馬などの育成にかかった費用を「育

成仮勘定」として資産勘定に計上し，

それが成熟した段階で改めて生物勘定

に計上したうえで減価償却を始めるも

のである。この処理を会計上，費用収

益対応の原則という。したがって，⑷

は誤りである。テキスト 2，P17，農業

簿記の特徴③「育成仮勘定」　Q ＆ A　

参照

⑸　酪農における搾乳牛の場合，搾乳が

可能となり収益を生むようになってか

ら減価償却を開始する。したがって，

⑸は誤りである。テキスト 2，P17，2. 育

成仮勘定～酪農における搾乳牛の場合

　参照

テキスト 2　P14 ～ 17

「補助金・交付金・価格補填金・共済金」
と「価格補填収入・経営安定補填収入」

問　21　「補助金・交付金・価格補填金・共済

金」と「価格補填収入・経営安定補填収入」

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　農畜産物の価格の変動による損失を補填
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する制度の負担金で国税庁長官が指定した

ものは，税務上，必要経費または損金とし

て認められる。

⑵　過年度の農畜産物の価格下落に対する補

填金を「経営安定補填収入」という。

⑶　価格補填収入は，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，営業収益の区分

に計上する。

⑷　特定野菜等供給産地育成価格差補給制度

は，指定野菜に準ずる野菜として位置づけ

られる特定野菜が対象となる。

⑸　価格補填収入の収益の計上時期について

は，一般に，支払い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の次の年

分の収益に計上する。

	 正解率　50％

正解　⑸	

　解　説

⑴　価格変動による価格の下落の補填を

目的として，農業者による拠出金を財

源の一部とした価格安定制度がある。

農畜産物の価格の変動による損失を補

填する制度の負担金で国税庁長官が指

定したものは，税務上，必要経費また

は損金として認められる。したがって，

⑴は正しい。テキスト 2，P18，2. 価

格安定制度　参照

⑵　過年度の農畜産物の価格下落に対す

る補填金を「経営安定補填収入」とい

う。したがって，⑵は正しい。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

⑶　価格補填収入は，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）の区分に計上する。したがっ

て，⑶は正しい。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

⑷　特定野菜等供給産地育成価格差補給

制度は，指定野菜に準ずる野菜として

位置づけられる特定野菜が対象となる。

したがって，⑷は正しい。テキスト 2，

P22，2. 野菜　参照

⑸　価格補填収入の収益の計上時期につ

いては，一般に，支払いの通知を受け

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。また，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，⑸は誤りであり，

これが本問の正解である。テキスト 2，

P22 ～ 23，3. 畜産　参照

テキスト 2　P18 ～ 23

農業補助金の種類と勘定処理

問　22　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　作付助成収入は，作物の作付面積に応じ

て交付される交付金収入で，営業収益の区

分に「作付助成収入」勘定として計上する。

⑵　機械や建物建設を目的とした国庫補助金

等には圧縮記帳制度があり，これにより税

額控除することができる。
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⑶　圧縮記帳には，国庫補助金による圧縮記

帳のほか，農業経営基盤強化準備金制度に

よる圧縮記帳がある。

⑷　特定の農業者が受給者になる中山間地域

等直接支払交付金は，当該農業者の営業収

益になる。

⑸　2015 年度以降，畑作物の直接支払交付金

の交付対象者は，すべての販売農家である。

	 正解率　49％

正解　⑶	

　解　説

⑴　作付助成収入は､ 作物の作付面積

に応じて交付される交付金収入で，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，⑴は誤りである。テキスト 2，

P24，農業補助金の種類と勘定処理②

「作付助成収入」　Q ＆ A　参照

⑵　機械や建物建設を目的とした国庫補

助金等には圧縮記帳制度があり，これ

により課税の繰り延べをすることがで

きる。したがって，⑵は誤りである。

テキスト 2，P25，農業補助金の種類と

勘定処理③「国庫補助金収入」　Q ＆ A

　参照

⑶　圧縮記帳には，国庫補助金による圧

縮記帳のほか，農業経営基盤強化準備

金制度による圧縮記帳がある。後者で

は，積み立てた準備金を取り崩すか，

受領した交付金を用いて，農用地，農

業用の建物・機械等を取得した場合に，

圧縮記帳をすることができる。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，P25，1. 圧縮記帳

とは　参照

⑷　特定の農業者が受給者になる中山間

地域等直接支払交付金は，当該農業者

の営業外収益になる。したがって，⑷

は誤りである。テキスト 2，P27，2. 環

境保全に対する補助金

⑸　2015 年度から，畑作物の直接支払交

付金の交付対象者は認定農業者，集落

営農，認定新規就農者に変更された。

したがって，⑸は誤りである。テキス

ト 2，P29，COLUMN 経営所得安定対

策と簿記・税務　参照

テキスト 2　P24 ～ 30

農業における青色申告の実務

問　23　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　2014 年 1 月以降，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る。

⑵　新たに事業を開始した人の青色申告承認

申請書の提出期限は，事業開始日から 3 カ

月以内である。

⑶　農業を営む青色申告者が現金主義による

記帳を選択している場合，青色申告特別控

除として最高 55 万円を控除することがで

きる。

⑷　青色申告者は，事業から生じた売掛金・

貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見

込額として，年末における貸金の帳簿価額

の合計額の 9.5％以下の金額を必要経費と

することができる。

⑸　1 回に支払いを受ける JA の出資配当金額
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が 10 万円以下（配当の計算期間が 1 年以上）

の場合，確定申告は必要ない。

	 正解率　51％

正解　⑸	

　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　新たに事業を開始した人の青色申告

承認申請書の提出期限は，事業開始日

から 2 カ月以内である。したがって，

⑵は誤りである。テキスト 2，P41，1. 記

帳義務　図表 2-2-3-1　参照

⑶　農業を営む青色申告者が現金主義に

よる記帳を選択している場合，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　青色申告者は，事業から生じた売掛

金・貸付金などの貸金の貸倒れによる

損失の見込額として，年末における貸

金の帳簿価額の合計額の 5.5％以下の金

額を必要経費とすることができる。し

たがって，⑷は誤りである。テキスト

2，P43，3. 青色申告者の特典　⑶貸倒

引当金　参照

⑸　JA の出資配当など上場株式等以外の

配当等の場合，1 回に支払いを受ける

配当金額が 10 万円以下（配当計算期間

が 1 年以上の場合）の少額配当は，確

定申告不要である。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 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　24　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　法人税法において，農業経営を行い，組

合員に対し給料や賃金等の支払いをする農

事組合法人は「普通法人」として取り扱わ

れる。

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。

⑶　農地所有適格法人である農事組合法人が

行う農業（耕種農業に限る）については，

事業税の非課税事業とされている。

⑷　農業法人において法人税の課税標準であ

る「各事業年度の所得の金額」を計算する

際，剰余金処分による農業経営基盤強化準

備金取崩額は，会計上の収益ではないため，

所得金額の計算上，当期利益に加算しない。

⑸　税法上，中小法人においては，交際費等（1

人 5,000 円以下の飲食費を除く）の支出額

のうち，年 800 万円を超える部分について

所得金額の計算上，当期利益に加算される。
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	 正解率　34％

正解　⑷	

　解　説

⑴　法人税法において，農業経営を行い，

組合員に対し給料や賃金等の支払いを

する農事組合法人は「普通法人」とし

て取り扱われる。したがって，⑴は正

しい。テキスト 2，P47，1.「普通法人」「協

同組合等」「人格のない社団等」に区分

　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　農地所有適格法人である農事組合法

人が行う農業（耕種農業に限る）につ

いては，事業税の非課税事業とされて

いる。したがって，⑶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

⑷　農業法人において法人税の課税標準

である「各事業年度の所得の金額」を

計算する際，剰余金処分による農業経

営基盤強化準備金取崩額は，会計上の

収益ではないが，税務上は益金算入さ

れるため，所得金額の計算上，当期利

益に加算する。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，P50，1. 益金　参照

⑸　税法上，中小法人においては，交際

費等（1 人 5,000 円以下の飲食費を除く）

の支出額のうち，年 800 万円を超える

部分について所得金額の計算上，当期

利益に加算される。したがって，⑸は

正しい。テキスト 2，P51，2. 損金　

参照

テキスト 2　P47 ～ 51

消費税課税のポイント

問　25　消費税課税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　直売所などで販売した商品を消費者の自

宅等へ配送する場合の配送料について，商

品の対価と明確に区分して収受し，預り金

等として計上している場合には，この配送

料は課税売上に含めなくてよいとされてい

る。

⑵　不動産取得のうち，土地の取得は課税仕

入となる。

⑶　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の取引のうち，課税

対象になじまないこと等から消費税を課税

しない取引を「不課税取引」という。

⑷　農作業の受託は，消費税において簡易課

税の事業区分は，第 3 種事業である。

⑸　人格のない社団等は，組織が課税事業者

になることはなく，各構成員の配分後，構

成員の段階で消費税を計算する。

	 正解率　44％

正解　⑴	

　解　説

⑴　直売所などで販売した商品を消費者

の自宅等へ配送する場合の配送料につ

いて，商品の対価と明確に区分して収

受し，預り金等として計上している場
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合には，この配送料は課税売上に含め

なくてよいとされている。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，P54，3.JA などへの委託

販売手数料の取扱い　参照

⑵　不動産取得のうち，土地の取得は課

税仕入とならない。したがって，⑵は

誤りである。テキスト 2，P53，2. 消

費税の還付を受けられる例　参照

⑶　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の取引のう

ち，課税対象になじまないこと等から

消費税を課税しない取引を「非課税取

引」という。一方，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

譲渡等の取引と輸入取引に当たらず，

消費税のかからない取引を「不課税取

引」という。したがって，⑶は誤りで

ある。テキスト 2，P19，5. 補助金と

税制　脚注 5　参照

⑷　農作業の受託は，所得税においては

農業所得（事業所得）に分類される一方，

消費税においては，「加工賃その他これ

に類する料金を対価とする役務の提供

を行う事業」として，簡易課税の事業

区分は第 4 種事業である。したがって，

⑷は誤りである。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

⑸　人格のない社団等は，消費税法上，

法人と見なされるため組織が課税事業

者になる。一方，任意組合，有限責任

事業組合等は，組織が課税事業者にな

ることはなく，各構成員の配分後，構

成員の段階で消費税を計算する。した

がって，⑸は誤りである。テキスト 2，

P55，5. 消費税納税義務者になりえな

い任意組合等，納税義務者となりうる

人格のない社団等，P68，1. 法人とみ

なされる人格のない社団等～法人の所

得に対する課税　参照

テキスト 2　P19，53 ～ 55，68

法人化，相続，事業承継における
留意事項および税制特例と会計処理

問　26　法人化，相続，事業承継における留

意事項および税制特例と会計処理に関する次

の記述について，誤っているものを 1つ選び

なさい。

⑴　2018 年 1 月以降，法人化に伴い，補助対

象財産を設立された法人へ有償で譲渡また

は長期間貸付けし，経営に同一性・継続性

が認められる場合は，補助金返還は不要で

ある。

⑵　農業経営基盤強化促進法に基づく一定の

農地等の貸付は，相続税の納税猶予の継続

適用が受けられる。

⑶　推定相続人が農地について相続時精算課

税の適用を受けている場合には，その贈与

者のすべての推定相続人が，贈与税の納税

猶予を併用することができる。

⑷　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（一定部分に限る）の贈与税を全額

猶予するものである。

⑸　農業を営む個人または農地所有適格法人

に適用される肉用牛売却所得免税制度の税

法上の特例は，青色申告者でなくても適用

がある。
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	 正解率　49％

正解　⑶	

　解　説

⑴　2018 年 1 月，農林水産省大臣官房

経理課長通知の改正により，法人化に

伴い，補助対象財産を設立された法人

へ有償で譲渡または長期間貸付けし，

経営に同一性・継続性が認められる場

合は，補助金返還は不要となった。し

たがって，⑴は正しい。テキスト 2，

P57，3. 法人化に伴う資産の有償譲渡・

貸付けは補助金の返還が不要　参照

⑵　農業経営基盤強化促進法に基づく一

定の農地等の貸付は，相続税の納税猶

予の継続適用が受けられる。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト 2，P58，4. そ

の他の留意事項　参照

⑶　推定相続人が農地について相続時精

算課税の適用を受けている場合には，

その贈与者のすべての推定相続人が，

贈与税の納税猶予を適用することがで

きない。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，

P62，4. 納税猶予を受けられない場合

に注意　参照

⑷　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，⑷は正しい。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

⑸　農業を営む個人または農地所有適格

法人に適用される肉用牛売却所得免税

制度は，青色申告者でなくても適用が

ある。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　P57 ～ 64，P72

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　27　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，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　農業が，労働基準法の法定労働時間等の

適用除外となっている理由の 1 つは，休憩

を与えなくても農業従事者は何時でも自由

に休憩をとることができることである。

⑵　農業では，事業の性質上季節や月によっ

て繁閑の差が大きいため，「1 年単位の変形

労働時間制」は準用しづらい。

⑶　農業では，個人経営の事業で常時労働者

が 5 人未満の場合，労働保険は当分の間任

意加入となる。

⑷　厚生年金加入者は，農業者年金に加入す

ることはできない。

⑸　農業の場合，従業員 5 人未満の個人事業

主が労災保険に特別加入すると，その事業

所は労災保険の強制適用事業所になる。

	 正解率　23％

正解　⑵	

　解　説

⑴　農業が，労働基準法の法定労働時間

等の適用除外となっている理由の 1 つ

に，休憩を与えなくても農業従事者は
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何時でも自由に休憩をとることができ

ることがあげられる。したがって，⑴

は正しい。テキスト 2，P78，2. 法律

で保護されない背景～農閑期の休養等

　参照

⑵　農業では，季節や月によって繁閑の

差が大きい業種が導入している「1 年

単位の変形労働時間制」は準用しやす

い。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，

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　農業の場合，有限会社や株式会社等

の一般会社であれば，社会保険と労働

保険は強制加入となるが，個人経営の

事業で常時労働者が 5 人未満の場合に

は，「暫定任意適用事業」といって，労

働保険は当分の間任意加入になってお

り，社会保険は，労働者の数にかかわ

らず任意加入となっている。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト 2，P80，1. 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　参照

⑷　厚生年金加入者は，農業者年金に加

入することはできない。したがって，

⑷は正しい。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

4　参照

⑸　農業の場合，個人事業主が労災保険

に特別加入すると，従業員 5 人未満で

あってもその事業所は労災保険の強制

適用事業所になる。したがって，⑸は

正しい。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

テキスト 2　P78 ～ 82

農業者年金と就業規則

問　28　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　公的年金の被保険者の種別のうち，農業

者とその配偶者は第 2 号被保険者である。

⑵　農業者年金には，60 歳未満の国民年金の

第 1 号被保険者で，年間 100 日以上農業に

従事する者であれば，農業経営者でなくて

も加入できる。

⑶　農業者年金の給付の種類は，「農業者老齢

年金」「死亡一時金」の 2 種類である。

⑷　就業規則において，賃金の決定，支払い

の方法等，賃金に関する事項は絶対的必要

記載事項である。

⑸　就業規則は，労働者に必ずしも周知しな

くてよい。

	 正解率　60％

正解　⑷	

　解　説

⑴　公的年金の被保険者の種別のうち，

農業者とその配偶者は第 1 号被保険者，

農業法人の役職員は第 2 号被保険者，

第 3 号被保険者は第 2 号被保険者の被

扶養配偶者である。したがって，⑴は

誤りである。テキスト 2，P84 ～ 85，1. 公

的年金制度～国民年金・厚生年金・共

済年金　参照

⑵　農業者年金には，60 歳未満の国民年

金の第 1 号被保険者で，年間 60 日以上

農業に従事する者であれば，農業経営

者でなくても加入できる。したがって，

⑵は誤りである。テキスト 2，P85，3. 農
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業者年金の加入資格・保険料　参照

⑶　農業者年金の給付の種類は，「農業者

老齢年金」「特例付加年金」「死亡一時

金」の 3 種類である。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　就業規則において，賃金の決定，計

算，支払いの方法，締切日および支払

いの時期，昇給等，賃金に関する事項は，

必ず記載しなければならない事項（絶

対的必要記載事項）である。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，P87 ～ 88，2. 就業規則の記

載内容～絶対的必要記載事項・相対的

必要記載事項・任意的記載事項　参照

⑸　就業規則は労働者に必ず周知しなけ

ればならない。したがって，⑸は誤り

である。テキスト 2，P88，3.「試用期

間の定め」「休職に関する事項」「服務

規律」「制裁規定」などが重要　参照

テキスト 2　P84 ～ 88

法人化，年次有給休暇の管理
および賃金設定の留意事項

問　29　農業分野における法人化，年次有給

休暇の管理および賃金設定の留意事項に関す

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　法人化した事業主が同居の親族以外の者

を雇用した場合は，労災保険の加入手続を

しなければならない。

⑵　年次有給休暇（年休）の付与日数は，6

カ月間継続勤務し，所定労働日数の 8 割以

上出勤した者には，パートタイマー等比例

付与の対象者を除き 10 労働日の年休を与

えることとされている。

⑶　退職間際だからという理由で，使用者は

年休請求を拒否することができる。

⑷　2019 年 4 月から，改正労働基準法によ 

り，すべての企業において年 10 日以上の 

有給休暇が付与される労働者に対して，年

次有給休暇の日数のうち，年 5 日について

は，使用者が時季を指定して取得させるこ

とが必要になった。

⑸　最低賃金額は，賃金が月給制の場合には，

月額賃金を月所定労働時間で除して時間額

換算した額が，地域の最低賃金額を下回ら

ないように設定しなければならない。

	 正解率　85％

正解　⑶	

　解　説

⑴　法人化した事業主がパートタイマー

やアルバイトも含め同居の親族以外の

者を雇用した場合は，労災保険の加入

手続をしなければならない。したがっ

て，⑴は正しい。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

⑵　年次有給休暇（年休）の付与日数は，

6 カ月間継続勤務し，所定労働日数の 8

割以上出勤した者には，パートタイマー

等比例付与の対象者を除き 10 労働日の

年休を与えることとされている。した

がって，⑵は正しい。テキスト 2，P95

～ 96，1. 年休についての理解不足が招

く労使間トラブル　2. パートタイマー

等への比例付与　参照

⑶　退職間際だからという理由で，使用

者は年休請求を拒否することはできな
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い。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，

P97，5. 退職間際の年休未消化分の請

求は拒否できない　参照

⑷　2019 年 4 月から，改正労働基準法に

より､ すべての企業において年 10 日以

上の有給休暇が付与される労働者に対

して，年次有給休暇の日数のうち，年

5 日については，使用者が時季を指定

して取得させることが必要になった。

したがって，⑷は正しい。テキスト 2，

P97，6. 年次有給休暇の時季指定義務

　参照

⑸　最低賃金額は，地域ごとに定められ

ており，時間額のみの提示となってい

るため，賃金が月給制の場合には，月

額賃金を月所定労働時間で除して時間

額換算した額が，地域の最低賃金額を

下回らないように設定しなければなら

ない。したがって，⑸は正しい。テキ

スト 2，P99 ～ 100，2. 賃金の額は労

働者とその家族が生活できる額でなけ

ればならない　参照

テキスト 2　P91 ～ 100

青色申告決算書の分析および農業法人の財務分析

問　30　農業における青色申告決算書の分析

および農業法人の財務分析に関する次の記述

について，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　貸借対照表の分析に際し，個人経営体特

有の勘定科目としての期末元入金は，「期首

元入金＋青色申告特別控除前所得金額＋事

業主借−事業主貸」で算出される。

⑵　貸借対照表の分析に際し，運転資金は，

「（売掛債権＋棚卸資産＋前払金）（買掛債務

＋未払金＋前受金）」で算出される。

⑶　損益計算書を分析する際，可処分農業所

得は，「手取りの農業所得＋農外所得−借入

金の元金返済額」で算出される。

⑷　農業経営基盤強化準備金を引当金経理方

式で計上した場合，利益剰余金（株主資本）

へ振り替える。

⑸　損益計算書の勘定科目において，農業用

施設の地代や農機具の賃借料は「地代賃借

料」として処理する。

	 正解率　35％

正解　⑶	

　解　説

⑴　貸借対照表の分析を行う場合，個人経

営体特有の勘定科目の 1 つである期末

元入金は，「期首元入金＋青色申告特別

控除前所得金額＋事業主借−事業主貸」

で算出される。したがって，⑴は正しい。

テキスト 2，P106，1. 青色申告決算書

の分析ポイント　脚注 3　参照

⑵　貸借対照表の分析に際し，運転資金

は，「（売掛債権＋棚卸資産＋前払金）

−（買掛債務＋未払金＋前受金）」で算

出される。したがって，⑵は正しい。

テキスト 2，P109，2. 青色申告決算書

の分析手法　⑵貸借対照表の分析　②

運転資金体質　参照

⑶　損益計算書を分析する際，可処分農

業所得は，「手取りの農業所得−借入金

の元金返済額」で算出される。一　方，

可処分農家所得は，「手取りの農業所得

＋農外所得−借入金の元金返済額」で

算出される。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，P108，2. 青色申告決算書の分
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析手法　⑴損益計算書の分析　②　可

処分所得家計費充足率　参照

⑷　農業経営基盤強化準備金を引当金経

理方式で計上した場合，利益剰余金（株

主資本）へ振り替える。したがって，

⑷は正しい。テキスト 2，P114，1. 貸

借対照表の勘定科目の留意点　⑪農業

経営基盤強化準備金　参照

⑸　損益計算書の勘定科目において，農

業用施設の地代や農機具の賃借料は「地

代賃借料」として処理する。したがって，

⑸は正しい。テキスト 2，P119，1. 損

益計算書の勘定科目の留意点　⑥支払

小作料　参照

テキスト 2　P106 ～ 119

資金繰り分析，付加価値分析
および作目別付加価値分析

問　31　資金繰り分析，付加価値分析および

作目別付加価値分析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　資金移動表は，資金繰り計画，実績の把

握ともに適している。

⑵　資金繰り表分析における，「農業収支」の

チェックポイントとしては，営農類型（水稲・

畑作等）によっては，販売に季節性がある

ため，月次だけではなく年間トータルで判

断することがあげられる。

⑶　付加価値を算出するにあたって，売上高

から控除する外部購入費用には，役員報酬，

給与手当，労務費などの給与類は含めない。

⑷　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入の科

目に計上されている場合が多くなっている。

⑸　作目別付加価値分析の際，損益項目の作

目別配分にあたって，大豆コンバインなど

特定の作物に使用されるものの減価償却費

は，その作物に配分する。

	 正解率　17％

正解　⑴	

　解　説

⑴　資金移動表は，資金繰り実績（支払

い能力）の把握に適している。資金繰

り計画，実績の把握ともに適している

のは資金運用表である。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 2，P124，1. 資金繰り

表の基本　図表 2-4-5-1　参照

⑵　資金繰り表分析における，「農業収支」

のチェックポイントとしては，営農類

型（水稲・畑作等）によっては，販売

に季節性があるため，月次だけではな

く年間トータルで判断することがあげ

られる。したがって，⑵は正しい。テ

キスト 2，P126，2. 農業者の資金繰り

管理　⑵資金繰り表の見方　図表 2-4-

5-3　参照

⑶　付加価値を算出するにあたって，売

上高から控除する外部購入費用には，

役員報酬，給与手当，労務費などの給

与類は含めない。これは，「付加価値

は利害関係人に対する利益分配の原資」

という考え方に基づくものである。し

たがって，⑶は正しい。テキスト 2，

P135，2. 付加価値の算出方法　参照

⑷　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

収入の科目に計上されている場合が多

くなっている。したがって，⑷は正しい。

テキスト 2，P138，3. 組替えの実例　
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参照

⑸　作目別付加価値分析の際，損益項目

の作目別配分にあたって，大豆コンバ

インなど，特定の作目に使用されるも

のの減価償却費は，その作目に配分す

る。一方，トラクターなど複数の作目

に共通して使用する場合は，時間ある

いは面積により按分する。したがって，

⑸は正しい。テキスト 2，P140，4. 減

価償却費の配分　参照

テキスト 2　P124 ～ 126，135 ～ 140

経営戦略の把握，外部環境分析
ツールと内部環境分析ツール

問　32　経営戦略の把握，外部環境分析ツー

ルと内部環境分析ツールに関する次の記述に

関して，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　経営戦略は，「全体（全社）戦略」「事業戦略」

「機能戦略」によって構成されている。

⑵　農業者の内部環境分析により，農業者の

経営資源や構造の強み・弱みを把握するこ

とで､ 農業者のビジネスチャンスを見つけ

ることに繋がる。

⑶　「5 つの力分析」（ファイブフォース分析）

は，内部環境を分析するためのツールであ

る。

⑷　「SWOT 分析」は，内部環境と外部環境

の現状を抽出する際に，漏れや抜けが出や

すい欠点がある。

⑸　BSC（バランススコアカード）分析は，

企業活動を「財務」「顧客」「業務プロセス」

「組織と人材」の 4 つの視点から弱みの因果

関係を考え，戦略マップを構築することで

数値目標の具体化を進めるツールとして使

用できる。

	 正解率　32％

正解　⑶	

　解　説

⑴　経営戦略は，「全体（全社）戦略」「事

業戦略」「機能戦略」によって構成され

ている。したがって，⑴は正しい。テ

キスト 2，P147，経営戦略の把握　Q

＆ A　参照

⑵　内部環境とは，農業者自身がコント

ロール可能な経営資源のことである。

農業者の経営資源や構造の強み・弱み

を把握することで､ 農業者のビジネス

チャンスを見つけることに繋がる。し

たがって，⑵は正しい。テキスト 2，

P149，2. 経営戦略の把握ポイント　②

環境分析　参照

⑶　「5 つの力分析」（ファイブフォース

分析）は，外部環境を分析するための

ツールである。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 2，P150，外部環境分析のツー

ル①「5 つの力分析」　Q ＆ A　参照

⑷　「SWOT 分析」は，内部環境と外部

環境の現状を抽出する際に，漏れや抜

けが出やすくなること，ある面におけ

る強みが別の局面からみると弱みに

なっている場合も多いこと，羅列的に

記載すると総花的になって，取り組む

べき優先順位が見きわめづらいといっ

た欠点がある。したがって，⑷は正しい。

テキスト 2，P155，2.SWOT 分析の使

い方と特徴　参照

⑸　BSC（バランススコアカード）分析

は，企業活動を「財務」「顧客」「業務

プロセス」「組織と人材」の 4 つの視点
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から弱みの因果関係を考え，戦略マッ

プを構築することで数値目標の具体化

を進めるツールとして使用できる。し

たがって，⑸は正しい。テキスト 2，

P155，2.SWOT 分析の使い方と特徴　

参照

テキスト 2　P147 ～ 155

融資審査にかかる情報収集

問　33　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，

現在の収益力のみで行う。

⑵　JA の融資は，不特定多数の個人が対象で

ある。

⑶　信用情報収集で特に重要なポイントであ

る 3 つの「C」とは，「キャッシュ（cash）」「キャ

ピタル（capital）」「キャパシティ（capacity）」

の 3 つである。

⑷　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，

融資の基本原則に照らして可否判断するた

めに，十分な情報収集が必要である。

⑸　融資審査における面談や書面で収集した

借入申込者の情報は，当面の案件が終了し

た時点ですべて廃棄・消去する。

	 正解率　93％

正解　⑷	

　解　説

⑴　融資審査にあたっての返済能力の判

断は，①将来の“収益力”（収入と余剰，

売上と利益），②現在保有している資産

の“担保力”の 2 点から行うことがで

きる。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

⑵　JA の融資は，主として JA の組合員

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。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　信用情報収集で特に重要なポイント

は次の 3 つの「C」であるといわれて

いる。①キャラクター（character 返済

意思），②キャパシティ（capacity 返済

能力），③キャピタル（capital 資本）。

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　

⑴信用情報の収集　参照

⑷　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

共性の原則といった融資の基本原則に

照らして，可否判断を行う。この判断

のためには，まずは十分な情報収集が

必要である。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，

P8，1. 融資審査に必要な情報　参照

⑸　融資審査を行うにあたって，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。し

たがって，⑸は誤りである。テキスト

3，P11，1. 融資審査に必要な情報　⑷
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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　34　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，台風等の自然災害など，畜産

経営では家畜の疾病による病死や淘汰，鳥

インフルエンザ等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。

⑵　稲作の場合は，作業工程により農機具が

異なるため多額の機械投資が必要になる。

⑶　耕種において生じる設備資金ニーズとし

て，農地の取得があげられる。

⑷　耕種において生じる運転資金の場合，資

本投下から回収までの期間は，作目に関わ

らず 1 年以内である。

⑸　農業者の資金ニーズを理解するうえで，

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　74％

正解　⑷	

　解　説

⑴　農業では，台風等の自然災害，畜

産経営では家畜の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　稲作の場合は，作業工程により田植

機，播種機，コンバイン，トラクター

など農機具が異なるため多額の機械投

資が必要になる。したがって，⑵は正

しい。テキスト 3，P15，3. 設備資金ニー

ズ　⑴耕種　参照

⑶　耕種の基本的な資本装備は，農地，

農機具，農舎である。なお，農地の取

得は，売り手，買い手の合意に加え，

農地法の手続きが必要となる。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト 3，P14，3. 設

備資金ニーズ　⑴耕種　参照

⑷　耕種における経常運転資金は主に，

種子，苗，肥料，鉢等の資材費や水道

光熱費の支払いによって生じるが，資

本投下から回収までの期間は播種から

収穫・出荷までの期間と同じである。

通常の作物であれば 1 年を超えないが，

洋ランのように出荷まで数年を要する

作目もある。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，P13，2. 運転資金ニーズ　⑴

耕種　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

バランスがとりづらいという特徴があ

るので，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

農業者向け制度資金・全国要項資金

問　35　農業者向け制度資金・全国要項資金
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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　JA バンクの全国要項資金である担い手応

援ローンは，JA に税務面等の経営相談をし

ながら，自らの経営の効率化，高度化に意

欲的に取り組む農業者を応援するための資

金である。

⑵　JA バンクの全国要項資金であるアグリマ

イティー資金は，農業者等が行う地域農業お

よび農村地域の発展に資する前向きな事業

に必要な資金を融通するための商品である。

⑶　農業近代化資金の原資は，JA 等の系統資

金を中心とする民間資金で，国や都道府県，

市町村が利子補給を行う。

⑷　JA バンクの全国要項資金である JA 農機

ハウスローンは，農業者が農業生産向上の

ため農業機械等を取得するに際し，迅速か

つ簡便に借入できる融資商品である。

⑸　JA バンクの全国要項資金であるアグリ

スーパー資金は，水田・畑作経営所得安定

対策の対象者（認定農業者や集落営農組織

等）に対する長期設備資金を，証書貸付方

式により融通する商品である。

	 正解率　37％

正解　⑸	

　解　説

⑴　JA バンクの全国要項資金である担い

手応援ローンは，JA に税務面等の経営

相談をしながら，自らの経営の効率化，

高度化に意欲的に取り組む農業者を応

援するための資金である。JA は，税務

対応支援を受ける農業者に対し，農業

生産・経営に必要な運転資金を融通す

る。したがって，⑴は正しい。テキス

ト 3，P21，3. 全国要項資金　⑵担い

手応援ローン　参照

⑵　JA バンクの全国要項資金であるアグ

リマイティー資金は，農業者等が行う

地域農業および農村地域の発展に資す

る前向きな事業に必要な資金を融通す

るための商品である。施設の取得・拡

張，設備・機具購入から短期の運転資

金まで，幅広い資金ニーズに対応する

資金である。したがって，⑵は正しい。

テキスト 3，P21，3. 全国要項資金　

⑷アグリマイティー資金　参照

⑶　農業近代化資金の原資は，JA 等の系

統資金を中心とする民間資金で，国や

都道府県，市町村が利子補給を行う。

したがって，⑶は正しい。テキスト 3，

P17，1. 主な制度資金・公庫資金　⑴

農業近代化資金　参照

⑷　JA バンクの全国要項資金である JA

農機ハウスローンは，農業者が農業生

産向上のため農業機械等を取得するに

際し，迅速かつ簡便に借入できる融資

商品である。他金融機関の農機具ロー

ンの借換えも対象になる。また，迅速

な対応をはかるため，審査にはチェッ

クシート方式を採用している。したがっ

て，⑷は正しい。テキスト 3，P20，3. 全

国要項資金　⑴ JA 農機ハウスローン

　参照

⑸　JA バンクの全国要項資金であるアグ

リスーパー資金は，水田・畑作経営所得

安定対策の対象者（認定農業者や集落

営農組織等）に対する短期運転資金を，

当座貸越方式により融通する。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，P21，3. 全国要

項資金　⑶アグリスーパー資金　参照
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テキスト 3　P17 ～ 21

運転資金の審査のポイント

問　36　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　季節資金とは，生産，供給，需要，商況

などにより年間を通して，増減することな

く必要な資金のことである。

⑵　「在庫・回収・支払」の 3 つの条件の組み

合わせによって生じる不足を調達するため

の資金のことを，増加運転資金という。

⑶　経営規模の拡大や回収条件の変化により，

経常運転資金として必要な金額が増加した

場合に必要になる資金のことを，つなぎ資

金という。

⑷　運転資金とは，事業を継続して行うのに

必要な資材費や人件費，その他の費用など

の支払いに充当する資金のことである。

⑸　赤字資金には，金利負担の軽減のために

他の金融機関から調達している借入金を繰

上償還し，その償還金見合いとして対応す

る前向きなものと，設備資金等の返済が約

定どおりにできなくなり，当該資金の返済

見合いとして対応する後ろ向きなものがあ

る。

	 正解率　67％

正解　⑷	

　解　説

⑴　季節資金とは，年間の特定の時期に季

節的に増加する運転資金のことであり，

生産，供給，需要，商況に季節性のあ

る業種において発生する。したがって，

⑴は誤りである。テキスト 3，P23，1. 運

転資金とは　⑶季節資金　参照

⑵　設問は経常運転資金についての記述

である。「在庫・回収・支払」の 3 つの

条件の組み合わせによって生じる不足

を調達するための資金が経常運転資金

である。3 つの条件が変わらなければ，

農業者は一定の金額を常に借入してい

る必要がある。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　設問は増加運転資金についての記述

である。経営規模の拡大や回収条件の

変化により，経常運転資金として必要

な金額が増加した場合に必要となる資

金が増加運転資金である。このうち，

経営規模の拡大（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

めに発生する増加運転資金は，前向き

の資金需要といえる。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　⑵増加運転資金　参照

⑷　運転資金とは，事業を継続して行う

のに必要な資材費や人件費，その他の

費用などの支払いに充当する資金のこ

とである。運転資金は，その使用使途

がさまざまであるため，審査にあたっ

ては，資金使途，資金需要の発生要因

をしっかり把握し，返済財源の確保に

懸念がないかどうかを十分に確認する

必要がある。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，

P22，1. 運転資金とは　参照

⑸　設問は借換資金についての記述であ

る。赤字資金とは，原料高や製品の価格

低迷，販売先の倒産による売上の損失，

過剰投資による金利負担の増大，災害に
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よる損失などにより損益が赤字になり

資金繰りが悪化した際に，赤字分を補填

するものである。したがって，⑸は誤り

である。テキスト3，P24，1. 運転資金と

は　⑸借換資金　（6）赤字資金　参照

テキスト 3　P22 ～ 24

設備資金の審査のポイント

問　37　設備資金の審査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　農業経営における設備投資では，設備投

資前の資金余剰（キャッシュフロー）で既

往の長期借入金が賄えていない場合でも，

経営の安定化を目指すために，積極的に新

しい設備投資に対応する必要がある。

⑵　農業経営における設備投資の目的は，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。

⑶　農業経営における設備資金は，農業の特

性から回収に長期間を要する。

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

ために行われ，経費の節減による増益が返

済財源になる。

⑸　売上拡大を目指して行う設備投資は，新

規事業への進出に伴うもの，増産や販路拡

大を図るものなどがある。

	 正解率　87％

正解　⑴	

　解　説

⑴　農業経営における設備投資において，

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

賄えていない場合は，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，⑴は誤りであり，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　③事業規模は過大でないか　参照

⑵　農業経営における設備投資の目的は，

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は正しい。

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　農業経営における設備資金は，当該

資金によって取得した設備を用いて行

う事業活動から獲得される利益で，長

期間にわたって返済される。そのため，

証書貸付で約定弁済するのが原則であ

る。したがって，⑶は正しい。テキス

ト 3，P29，1. 設備資金とは　参照

⑷　経費の節減を目的として行う設備投

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は正しい。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　売上拡大を図る場合の設備投資には，

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，事業を行っ

たことによって得られる増収，増益部

分が返済財源になる。したがって，⑸

は正しい。テキスト 3，P29 ～ 30，2. 設
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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

テキスト 3　P29 ～ 30

農業における担保・保証

問　38　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　農業において各種補助金で施設等を整備

し，補助金で不足する金額（いわゆる補助

残）を金融機関からの借入で調達する場合，

当該資金を融資する金融機関としては，融

資対象施設に担保権を設定する際には一定

の制約がある。

⑵　農業者にとって農地は経営資産そのもの

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　牛舎等，壁のない物件は表示登記ができな

いこともあり，このような構築物は，譲渡

担保等により担保権を設定する手法がある。

⑷　動産への担保権設定について，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，「担保権実行時の当該動産

の適切な確保のための手続きが確立してい

るか」があげられる。

⑸　各都道府県にある「農業信用基金協会」

が保証する債務について，借入者が負担す

る保証料率は，すべての対象資金で一律と

なっている。

	 正解率　87％

正解　⑸	

　解　説

⑴　補助金などで施設等を整備する場合

に，補助金で不足する金額（いわゆる「補

助残」）を金融機関からの借入で調達す

る場合，「補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律」により，当該資金

を融資する金融機関が補助金で整備さ

れた施設等に担保権を設定する際には

一定の制約があるため，注意が必要であ

る。したがって，⑴は正しい。テキスト

3，P37，1. 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

⑵　農業者にとって農地は経営資産その

ものであり，経営内容を把握する観点

で，担保権を設定するという選択肢も

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

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や容易に撤

去できるビニールハウスまでさまざま

な物件がある。検討する担保物件の構

造や敷地の担保権の設定状況等に合わ

せて，担保権設定について判断するこ

とが必要である。牛舎等，壁のない物

件は表示登記ができないこともあり，

このような構築物は，譲渡担保等によ

り担保権を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

⑷　動産への担保権設定について，対象

とすべき動産かどうかを判定する際の

具体的な着眼点は 5 項目あり，その 1

つに「担保権実行時の当該動産の適切
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な確保のための手続きが確立している

か」がある。したがって，⑷は正しい。

テキスト 3，P37，1. 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 や都道府県な

ど地方公共団体の出資による債務保証

機関である「農業信用基金協会」があ

る。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。なお，借入者

が負担する保証料率は，資金ごとに異

なるが，0.5％から 2.0％以内程度となっ

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

A B L

問　39　農業分野における金融手法である

ABL 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　畜産業に対して ABL を行う場合に認識

しておくべき，畜産経営および畜産流通の

特性としては，担保となる営業用資産（家畜）

の肥育中の時価評価が容易で，即時換金し

うる市場もあることがあげられる。

⑵　売掛金や在庫を担保とする金融手法であ

る ABL とは，「Asset Based Lending」の略

である。

⑶　ABL とは，企業の保有する売掛金や在庫

などの流動性の高い事業収益資産の価値に

より，その企業の信用リスクを補完して行

う貸出である。

⑷　日本政策金融公庫が行ういわゆる畜産版

ABL のスキームでは，肉用牛経営の入口（素

畜購入）から出口（成牛出荷だけでなく販

売代金による貸付金回収まで）までを，す

べて管理できるような仕組みとなっている。

⑸　農業における資金調達余力の拡大を図る

手法として，営業用資産を担保とする ABL

の仕組みが普及している。

	 正解率　40％

正解　⑴	

　解　説

⑴　畜産業に対して ABL を行う場合に

認識しておくべき，畜産経営および畜

産流通の特性としては，①担保となる

営業用資産が生物（家畜）であり，肥

育中の死亡リスクがあること，②肥育

途中の担保家畜は製品としての価値を

持たないため，倒産や経営中止の場合，

即時換金しうる市場その他の仕組みが

なく，これに伴い時価評価が困難であ

り，資産としての担保評価が困難と考

えられることがある。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，P41，3. 取組みの現

状～モニタリングとバックアップに課

題　参照

⑵　ABL と は，Asset Based Lending の

略であり，企業の保有する売掛金や在

庫などの流動性の高い事業収益資産を

担保として融資する金融手法である。

したがって，⑵は正しい。テキスト 3，

P40，1. 概要～環境の変化に伴い注目

　参照

⑶　ABL とは，資金調達余力の拡大を図
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る手法であり，企業の保有する売掛金

や在庫などの流動性の高い事業収益資

産の価値により，その企業の信用リス

クを補完して行う貸出である。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト 3，P40，1. 概

要～環境の変化に伴い注目　参照

⑷　日本政策金融公庫が行ういわゆる畜

産版 ABL のスキームでは，肉用牛経

営の入口（素畜購入）から出口（成牛

出荷だけでなく販売代金による貸付金

回収まで）までを，すべて管理できる

ような仕組みとなっている。したがっ

て，⑷は正しい。テキスト 3，P41，3. 取

組みの現状～モニタリングとバック

アップに課題　図表 3-1-8-1　参照

⑸　農業における資金調達余力の拡大を

図る手法として，営業用資産を担保と

する ABL の仕組みが普及している。

特に畜産において，定期的なモニタリ

ングとデフォルト時のバックアップ体

制を工夫した取組みが進んでいる。し

たがって，⑸は正しい。テキスト 3，

P40，農業分野における金融手法①

ABL　Q ＆ A　参照

テキスト 3　P40 ～ 42

スコアリングモデルを利用した融資

問　40　農業におけるスコアリングモデルを

利用した融資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　日本政策金融公庫の農業向け信用リスク

データベース「ACRIS（アクリス）」は，

生産者の技術情報とデフォルトデータを相

関させた「定性情報モデル」を採用している。

⑵　スコアリングモデルに基づく融資は，「ス

ピーディに，必要な額を，無担保で」とい

う借手のニーズに対応する金融手法として

普及してきた。

⑶　スコアリングモデルに基づく融資は，決

算書の細やかな事情も考慮したうえで判定

する傾向がある。

⑷　スコアリングモデルに基づく農業向け融

資の手法は，中小企業向け融資にはない手

法である。

⑸　「ACRIS（アクリス）」の評価モデルの合

成割合における財務評価の割合は，農業個

人で 30％である。

	 正解率　30％

正解　⑵	

　解　説

⑴　設問は「逐年情報モデル」のことで

ある。日本政策金融公庫の農業向け信

用リスクデータベース「ACRIS（アク

リス）」が採用している「定性情報モデ

ル」とは，経営のあゆみ（業歴や販売

先等）とデフォルトデータを相関させ

たモデルのことであり，「逐年情報モデ

ル」とは，生産者の技術情報とデフォ

ルトデータを相関させたモデルのこと

である。したがって，⑴は誤りである。

テキスト 3，P47，2. 仕組み～営農類型

ごとに 6 種類のモデル　脚注 21　参照

⑵　スコアリングモデルに基づく融資は，

「スピーディに，必要な額を，無担保で」

という借手のニーズに対応する金融手

法として普及してきた。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 3，P47 ～ 48，3. 取組みの現

状～運転資金としては有用　参照

⑶　スコアリングモデルに基づく融資は，
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決算書の細やかな事情は考慮せず，企

業規模，経常赤字，債務超過，借入過多と

いった状態を機械的に判定する傾向が

あることは否めない。したがって，⑶は

誤りである。テキスト 3，P48，3. 取組み

の現状～運転資金としては有用　参照

⑷　スコアリングモデルに基づく融資手

法で農業において先鞭をつけたのは，

中小企業向け融資の手法を農業に適用

した事例である。三井住友銀行の「ビ

ジネスセレクトローン」，日本農業法人

協会の経営診断を受けている会員に金

利優遇する三菱 UFJ 銀行の「融活力」

や，地方銀行各行が取り組む保証会社

の保証付融資等がこの代表例である。

したがって，⑷は誤りである。テキス

ト 3，P48，3. 取組みの現状～運転資

金としては有用　脚注 22　参照

⑸　「ACRIS（アクリス）」評価モデルの

合成割合における財務評価の割合は，

農業個人，農業法人に関係なく財務

評価 50％，逐年評価 20％，定性評価

30％である。したがって，⑸は誤りで

ある。テキスト 3，P47，2. 仕組み～

営農類型ごとに 6 種類のモデル　図表

2　参照

テキスト 3　P46 ～ 48

経営改善提案の全体像

問　41　農業における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は，JA のみが

行っている。

⑵　農業における経営改善提案においては，

回答までの所要日数，情報開示への協力諾

否，経費負担について事前に相談者の同意

を得ておく必要はない。

⑶　農業者の相談内容は明確であることが多

いので，相談者に内容を整理して確認する

必要はない。

⑷　農業に関する相談内容をニーズに着目し

て類型化すると，①事業化関連，②農畜産

物販売関連，③人材育成関連に区分できる

が，その中で，事業承継は，③人材育成関

連に区分される。

⑸　経営改善提案においては，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を確認する必要がある。

	 正解率　84％

正解　⑸	

　解　説

⑴　JA 以外にも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，中央畜産会など多くの組織が経営

改善提案を行っている。最近では農業

分野への注目の高まりから，民間企業

もこの分野に参入するようになった。

代表的な例としては，専門の相談員を

配置した肥料製造会社・資材販売会社・

ホームセンターや，農業者向けに情報

提供を行う出版社，シンクタンク等が

あげられる。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　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



−42− −43−

農業融資実務 農業融資実務

答までの所要日数，情報開示への協力

諾否，経費負担について事前に相談者

の同意を得ておくことが必要である。

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　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

⑶　農業に関する相談を受ける際は，相

談を受けた内容を 1 行（約 30 字）程度

でまとめて，相談者にあらためて確認

する必要がある。相談に来る方々の相

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

ることも多々ある。その際は，本来取

り組むべき事項に絞り込むよう心がけ

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　農業に関しての相談内容をニーズに

着目して類型化すると①事業化関連，

②農畜産物販売関連，③人材育成関連

の 3 つに区分できる。その中で，事業

承継は，①事業化関連に区分される。

したがって，⑷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　図表 3-2-1-1　参照

⑸　相談を受ける場合，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を確認すること

は最低限必要である。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，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

テキスト 3　P72 ～ 73

農業における現状把握の手法

問　42　農業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　農業における現状把握のための「経営管

理能力に関するチェックポイント」には，

項目として経営目標，生産計画，販売計画，

資金計画，雇用計画がある。

⑵　農業における現状把握のための調査は，

調査項目が多岐にわたるため，あらかじめ

調査項目は決めず，現地で臨機応変に情報

収集する。

⑶　農業における現状把握のための「現地調

査に関するチェックポイント」には，項目

として自然環境の理解，地域との関係性，

生育状況の理解，圃場の整備状況がある。

⑷　農業における現状把握のための「経営者

の資質に関するチェックポイント」の 1 つ

には，「農業に対する高い志と強い思いを

持っているか」がある。

⑸　農業における現状把握のための「環境に

関するチェックポイント」には，項目とし

て化学肥料，農薬，排泄物，排水，その他（騒

音，悪臭，景観等）がある。

	 正解率　90％

正解　⑵	

　解　説

⑴　現状把握のための経営管理能力に関

するチェックポイントには，項目とし

て①経営目標，②生産計画，③販売計画，
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④資金計画，⑤雇用計画の 5 つがある。

したがって，⑴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

　⑸取りまとめ　図表 3-2-2-1　参照

⑵　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，

⑵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

⑶　現状把握のための現地調査に関する

チェックポイントには，項目として①

自然環境の理解，②地域との関係性，

③生育状況の理解，④圃場の整備状況

がある。したがって，⑶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　⑸取りまとめ　図表 3-2-

2-2　参照

⑷　現状把握のための経営者の資質に関

するチェックポイントの 1 つには，「農

業に対する高い志と強い思いを持って

いるか」がある。したがって，⑷は正

しい。テキスト 3，P78，2. 現状把握

の基本的な事務フロー　⑸取りまとめ

　図表 3-2-2-4　参照

⑸　 現 状 把 握 の た め の 環 境 に 関 す る

チェックポイントには，項目として①

化学肥料，②農薬，③排泄物，④排水，

⑤その他（騒音，悪臭，景観等）がある。

したがって，⑸は正しい。テキスト 3，

P78，2. 現状把握の基本的な事務フロー

　⑸取りまとめ　図表 3-2-2-3　参照

テキスト 3　P74 ～ 78

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，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　経営改善計画の策定が必要な融資先は，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。

⑵　経営改善計画策定における損益の改善目

標値は，現状に応じて①歯止めライン，②

現状維持ライン，③利益設定ラインという

ように段階を踏んで設定する。

⑶　経営改善計画が提出された場合，計画の

妥当性を検証する部署は，融資部門である

ことが望ましい。

⑷　経営改善計画の確定においては，検討，

策定した目標や改善策などを計画書に落と

し込み，その際に予想財務諸表や資金繰り

予定表（月次）も併せて策定し，計画内容

を確定させる。

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。

	 正解率　81％

正解　⑶	

　解　説

⑴　経営改善計画の策定が必要な先は，

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
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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は正

しい。テキスト 3，P79，2. 経営改善

計画の必要性と目的　参照

⑵　経営改善計画策定における損益の改

善目標値の設定は，現状に応じて①歯

止めライン（償却前利益＝ 0），②現状

維持ライン（償却後利益＝ 0），③利益

設定ライン（償却後利益・税引後利益

＞ 0）というように段階を踏んだ目標

設定を行う。したがって，⑵は正しい。

テキスト 3，P82，1. 策定手順とポイ

ント　③経営改善目標の検討　参照

⑶　経営改善計画が提出された場合，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。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，P84，3. 妥当性の検証　参照

⑷　経営改善計画の確定においては，検

討，策定した目標や改善策などを計画

書に落とし込み，その際には予想財務

諸表や資金繰り予定表（月次）も併せ

て策定し，計画内容を確定させる。なお，

計画期間は 5 年以内が一般的であり，5

年を超える場合でも合理的で実現可能

性の高い計画とすることが求められる。

したがって，⑷は正しい。テキスト 3，

P83，1. 策定手順とポイント　⑤経営

改善計画の確定　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は正しい。テキスト 3，P79，経営改

善計画の基本的事項　Q ＆ A　参照

テキスト 3　P79 ～ 84

農業におけるビジネスマッチングおよび商談会

問　44　農業におけるビジネスマッチングお

よび商談会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，「単純に販路を探すこと」

と定義している。

⑵　農産物における販売チャネルに関しては，

利益とリスクの関係を考慮し，複数の販売

チャネルとの取引を検討することが望ましい。

⑶　商談会に出展する農業者が作成する商品

提案書には，商品の出荷条件として常に出

荷可能な最大値をもとにした出荷希望量を

記載すべきである。

⑷　ビジネスマッチングを進める手段の1つで

ある商談会は，大量の取引を即時に決済でき

るので，多数の取引を束ねて簡素化するとい

う点で農産物流通に適した仕組みといえる。

⑸　ビジネスマッチングは，1980 年代後半，

当初から共同事業や新製品開発を目的とし

て行われ，その目的が達成されると，企業

間の交流を目指す段階に進むようになった

といわれる。

	 正解率　69％

正解　⑵	

　解　説

⑴　中小企業総合事業団（現　中小企業
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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，⑴は誤りである。

テキスト 3，P110，1. ビジネスマッチ

ングとは（定義）　参照

⑵　販売チャネルに関しては，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。利

益とリスクの関係を考慮すると複数の

販売チャネルとの取引を検討すること

が望ましい。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 3，

P131，（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　⑵利益

とリスクの関係を考慮したチャネルと

なっているか　参照

⑶　天候や作柄に左右される農業におい

て，食品製造業者・量販店といった買

い手から要求される「生産計画厳守」

「棚空きゼロ」を守ることは相当厳しい。

農業者としては，①必ず守れる最低限

の数値を明らかにする（ワーストシナ

リオ），②平年作，豊作時の状況を明ら

かにする（リーズナブルシナリオ），③

欠品がどの程度事前にわかるか説明で

きるよう準備する（ベストシナリオ），

などの点に注意して出荷希望量，出荷

始期～終期を提示することになる。し

たがって，⑶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　

①出荷希望量・出荷始期～終期　参照

⑷　設問は商談会ではなく卸売市場のこ

とである。大量の取引を即時に決済で

きる卸売市場は，農産物流通に適した

仕組みといえるが，「規格外品」と扱

われる農産物のなかに，農業者のこだ

わり商品が含まれていることもあり，

卸売市場に代わる手段として，より多

くの買い手の目に触れる商談会を利用

するという手法も考えられる。した

がって，⑷は誤りである。テキスト 3，

P114 ～ 115，1. 農業におけるビジネス

マッチング～なぜ「商談会」を取り上

げるか　参照

⑸　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。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，⑸は誤りである。

テキスト 3，P110 ～ 111，2. ビジネス

マッチングの分類・現状　参照

テキスト 3　P110 ～ 115，120 ～ 131
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農業法人A社の下記資料を基に，問 45～問 47 に答えなさい。

 貸借対照表（2019 年 12 月期） （単位：千円）
資　産　の　部 金　　額 負債・純資産の部 金　　額

現 金 預 金 82,480 買 入 債 務 0
売 上 債 権 1,004 短 期 借 入 金 0
棚 卸 資 産 3,276 そ の 他 の 流 動 負 債 8,678
そ の 他 の 流 動 資 産 10,574 （ 流 動 負 債 合 計 ） 8,678

（ 流 動 資 産 合 計 ） 97,334 長 期 借 入 金 44,982
建 物 20,078 農業経営基盤強化準備金 50,323
構 築 物 2,039 （ 固 定 負 債 合 計 ） 95,305
機 械 設 備 9,754 （ 負 債 の 部 合 計 ） 103,983
器 具 備 品 100 資 本 金 4,000

（ 有 形 固 定 資 産 ） 31,971 別 途 積 立 金 18,000
（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ） 30 繰 越 利 益 剰 余 金 3,352
（ 固 定 資 産 合 計 ） 32,001 （ 純 資 産 の 部 合 計 ） 25,352
資 産 の 部 合 計 129,335 負債・純資産の部合計 129,335

（単位：千円）

損益計算書（2019 年 12 月期）
科　　目 金　　額

売 上 高 183,358
売 上 原 価 141,424

（ 売 上 総 利 益 ） 41,934
販売費および一般管理費 40,035

（ 営 業 利 益 ） 1,899 営業外収益の中の雑収入（26,834 千円）の内訳
営 業 外 収 益 28,012 →

雑 収 入
経営安定補填収入 2,226

営 業 外 費 用 1,608 価 格 補 填 収 入 12,243
（ 経 常 利 益 ） 28,303 作 付 助 成 収 入 12,365
特 別 利 益 7,553
特 別 損 失 29,357

（ 税 引 前 当 期 純 利 益 ） 6,499
法 人 税 等 1,025

（ 当 期 純 利 益 ） 5,474
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A 社概要

設立　2012 年 6 月（法人化） 資本金　4,000 千円

地域特性　県，平地農業地域 営農類型　稲作＋大豆栽培＋作業受託

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，5,926 千円である。

（注 1）資料に記載のある数値は，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。

（注 3）収入保険制度には加入していない。

組替後の損益計算書
（特筆なき場合，単位は千円とする）

（組替前）損益計算書 （組替後）損益計算書
科　目 金　額 組替後の金額

売 上 高 183,358 A
売 上 原 価 141,424

（ 売 上 総 利 益 ） 41,934
販売費及び一般管理費 40,035

（ 営 業 利 益 ） 1,899 B
営 業 外 収 益 28,012
営 業 外 費 用 1,608

（ 経 常 利 益 ） 28,303 C
特 別 利 益 7,553
特 別 損 失 29,357

（ 税 引 前 当 期 純 利 益 ） 6,499
法 人 税 等 1,025

（ 当 期 純 利 益 ） 5,474
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営業外収益（雑収入）の内訳

問　45　A社の営業外収益（雑収入）の内訳を正しい科目（売上高，営業外収益，特別利益のいず

れか）に組替えた場合，下表の組み合わせのなかから，正しいものを 1つ選びなさい。

売上高 営業外収益 特別利益

⑴ ・作付助成収入
・価格補填収入
・経営安定補填収入

⑵
・経営安定補填収入
・作付助成収入

・価格補填収入

⑶ ・価格補填収入
・経営安定補填収入
・作付助成収入

⑷
・作付助成収入
・経営安定補填収入

・価格補填収入

⑸ ・価格補填収入 ・作付助成収入 ・経営安定補填収入

	 正解率　67％

正解　⑸	

　解　説

（単位：千円） （単位：千円）

（組替前）損益計算書 （組替後）損益計算書
勘定科目 金　額 組替後の金額

売 上 高 183,358 → Ａ　195,601
売 上 原 価 141,424 → 141,424

（ 売 上 総 利 益 ） 41,934 → 54,177
販売費及び一般管理費 40,035 → 40,035

（ 営 業 利 益 ） 1,899 → Ｂ　	 14,142
営 業 外 収 益 28,012 → 13,543
営 業 外 費 用 1,608 → 1,608

（ 経 常 利 益 ） 28,303 → Ｃ　	 26,077
特 別 利 益 7,553 → 9,779
特 別 損 失 29,357 → 29,357

（ 税 引 前 当 期 純 利 益 ） 6,499 → 6,499
法 人 税 等 1,025 → 1,025

（ 当 期 純 利 益 ） 5,474 → 5,474
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・「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。テキスト 2，P21，1. 土地利用型

作物（米・麦・大豆）　参照

・「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り，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，「売上高」が正しい計上科目となる。テキスト 2，P21，1. 土地

利用型作物（米・麦・大豆）　参照

・「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」が正しい計上項目となる。テキスト 2，P24，農業補助金の種類と

勘定処理②「作付助成収入」Q ＆ A　参照

テキスト 2，P21，1. 土地利用型作物（米，麦，大豆），P24，農業補助金の種類と勘定

処理②「作付助成収入」　参照

勘 定 科 目 の 区 分

問　46　A社の営業外収益の雑収入科目を正しい区分に組替後に完成した組替後損益計算書の

A,B，Cに入る金額の組み合わせとして，正しいものを 1つ選びなさい（単位：千円）。

⑴　A　195,601 千円　　B　14,142 千円　　C　26,077 千円

⑵　A　197,947 千円　　B　16,490 千円　　C　16,060 千円

⑶　A　195,723 千円　　B　14,264 千円　　C　26,199 千円

⑷　A　195,601 千円　　B　14,142 千円　　C　16,060 千円

⑸　A　183,358 千円　　B　 1,899 千円　　C　26,077 千円

	 正解率　53％

正解　⑴	

　解　説

　　経営安定補填収入（2,226 千円）は，特別利益へ組替するので，組替後特別利益は，9,779

千円となる。

　　価格補填収入（12,243 千円）は，営業収益（売上高）へ組替するので，組替後売上高は，

195,601 千円となる。

　　作付助成収入は，営業外収益区分のままである。ただし，営業外収益区分（28,012

千円）からは，価格補填収入と経営安定補填収入分が減額するため，組替後営業外収

益は，13,543 千円となる。
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　　したがって，A.195,601 千円　　B.14,142 千円　　C.26,077 千円

テキスト 2，P21，1. 土地利用型作物（米，麦，大豆），P24，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，

組替後損益計算書を使用し，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　4.1 年

⑵　4.0 年

⑶　3.9 年

⑷　3.8 年

⑸　3.7 年

	 正解率　58％

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。2017 年農業経営動向分析結果（日本政策金融公

庫）によると，稲作農業法人 688 社平均は，2.7 年である。

　　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＋ 44,982 千円）÷（5,474 千円＋ 5,926 千円）

 ＝ 3.94 → 3.9（年）

　　テキスト 3，P139，7. 検証⑶返済能力を中心とした分析　脚注 5　参照
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農業を営むB社の下記資料を基に，問 48～問 50 に答えなさい。

［法人経営 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 作目毎の内訳
科　目 金　額 作目 A 作目 B 作目 C

売上高 136,000 80,000 44,000 12,000
売上原価 112,600 64,152 34,532 13,916

材料費 33,000 19,800 10,000 3,200
労務費 38,000 ① ＊＊＊ ＊＊＊
動力光熱費 10,000 ＊＊＊ ② ＊＊＊
修繕費 13,000 7,000 3,900 2,100
支払地代 2,600 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
減価償却費 6,000 3,000 2,200 800
その他 10,000 5,000 3,000 2,000

売上総利益 23,400 15,848 9,468 -1,916
販売費及び一般管理費 22,000 11,000 9,000 2,000
営業利益 1,400 4,848 468 -3,916
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） 25.0 13.0 8.0 4.0
作業時間（h） 8,000 4,800 2,400 800

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），販売費及び一

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は，所与のものとして扱うこと。
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売 上 高 と 費 用

問　48　設例［資料］　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　22,800 千円　　②　3,200 千円　　③　▲ 2,395 円

⑵　①　22,800 千円　　②　3,200 千円　　③　　2,925 円

⑶　①　19,760 千円　　②　3,000 千円　　③　　2,925 円

⑷　①　18,900 千円　　②　3,000 千円　　③　▲ 2,395 円

⑸　①　19,760 千円　　②　3,200 千円　　③　▲ 2,395 円

	 正解率　73％

正解　⑴	

　解　説

①　作目Ａの労務費＝全体の労務費 38,000 千円×（作目Ａの作業時間 4,800h ÷全体の

作業時間 8,000h）

＝ 22,800 千円

②　作目Ｂの動力光熱費＝全体の動力光熱費 10,000 千円×（作目Ｂの広さ 8.0ha ÷全体

の広さ 25.0ha）

＝ 3,200 千円

③　作目Ｃの時間単価＝作目Ｃの付加価値額▲ 1,916 千円÷作目Ｃの作業時間 800h

＝▲ 2,395 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 12,000 千円−変動費（材料費 3,200 千円＋動力光

熱費 1,600 千円＋修繕費 2,100 千円）−配分可能固定費（労

務費 3,800 千円＋支払地代 416 千円＋減価償却費 800 千

円＋その他 2,000 千円）

＝▲ 1,916 千円

※２　作目Ｃの動力光熱費＝全体の動力光熱費 10,000 千円×（作目Ｃの広さ 4.0ha ÷

全体の広さ 25.0ha）

＝ 1,600 千円

※３　作目Ｃの労務費＝全体の労務費 38,000 千円×（作目Ｃの作業時間 800h ÷全体の

作業時間 8,000h）

＝ 3,800 千円

※４　作目Ｃの支払地代＝全体の支払地代 2,600 千円×（作目Ｃの広さ 4.0ha ÷全体の

広さ 25.0ha）
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＝ 416 千円

テキスト 2，P143，1. 目からウロコ～「時間単価」を通じて分かること　参照

損 益 分 岐 点 売 上 高

問　49　B社の損益分析点売上高として，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　130,620 千円

⑵　133,620 千円

⑶　134,620 千円

⑷　144,620 千円

⑸　154,620 千円

	 正解率　62％

正解　⑵	

　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78,600千円÷（1−（変動費56,000千円÷売上高136,000千円）

＝ 133,620 千円

※１　固定費＝労務費38,000千円＋支払地代2,600千円＋減価償却費6,000千円＋その他

10,000 千円＋販管費 22,000 千円

＝ 78,600 千円

※２　変動費＝材料費 33,000 千円＋動力光熱費 10,000 千円＋修繕費 13,000 千円

＝ 56,000 千円

テキスト 2，P128，1. 損益分岐点の計算式　参照

安 全 余 裕 率

問　50　B社の安全余裕率として，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

いて計算上生ずる小数点以下の端数については，小数第 3位を四捨五入し，小数第 2位まで求めな

さい。

⑴　1.05％

⑵　1.55％

⑶　1.75％

⑷　1.85％
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⑸　1.95％

	 正解率　56％

正解　⑶	

　解　説

　　安全余裕率（％）＝ 100 −損益分岐点（損益分岐点売上高÷実際の売上高）（％）

　　安全余裕率（％）＝ 100 − 98.25（133,620 千円÷ 136,000 千円）（％）

＝ 1.75（％）

テキスト 3，P139，7. 検証　⑷損益分岐点分析　脚注 7　参照
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