


（ 1） 農林中金アカデミー

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　農業金融の動向，農業金融サービス強化の方向性について，誤っているも
のを１つ選びなさい。

（１）　JA バンクの農業関係資金貸付金残高は 2020 年３月末で，２兆円を上回って
いる。

（２）　農業向け融資市場では，民間金融機関も農業向け融資に積極的に取り組んで
いる。

（３）　民間銀行の農業向け融資残高（林業向け融資残高を含む）は，近年増加してい
ない。

（４）　重点的な金融サポートを必要とする農業者数は増加していると考えられる。
（５）　JA バンクは，農業金融などを通じて，担い手を全力でサポートし，持続可

能な農業の実現に貢献していくことが必要となっている。

［問２］　担い手，認定農業者・認定新規就農者・集落営農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。

（１）　食料・農業・農村基本計画において，担い手とは，効率的かつ安定的な農業
経営およびこれを目指して経営改善に取り組む農業経営（認定農業者，認定新
規就農者，将来法人化して認定農業者になることが見込まれる集落営農）とさ
れる。

（２）　食料・農業・農村基本計画では，担い手への農地集積・集約化を一層進める
としている。

（３）　農林水産省資料「農業構造の展望」において，望ましい農業構造の姿として，
全農地面積の８割が担い手によって利用される農業構造の確立を目指すことと
されている。

（４）　認定農業者の認定の対象は，個人農家のみならず法人も対象とされている。
（５）　認定農業者の認定を受けようとする農業者は，農業委員会に「農業経営改善

計画書」を提出する必要がある。

農業融資実務
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［問３］　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。
（１）　農業法人の形態は，農業協同組合法に基づく農事組合法人に限られる。
（２）　法人化している農業経営体の数は年々増加してきており，2020 年で 30,000

経営体を超えている。
（３）　「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が

低い経営となっている。
（４）　「農業法人白書」によると，農業法人は，売上規模が小さいほど民間金融機

関からの借入割合が高くなっている。
（５）　「農業法人白書」によると，農業法人の多くは，将来の経営規模の拡大に慎

重姿勢である。

［問４］　支援組織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。
（１）　国の農業者支援策の主なものの１つとして，経営所得安定対策がある。
（２）　都道府県による主な農業者支援策として，「普及指導員」による農業技術の

指導等を行う協同農業普及事業がある。
（３）　農業関係の補助金は，市町村が申込受付窓口となることが多い。
（４）　国の農業者支援策については，農林水産省ホームページに掲載される資料な

どで情報収集が可能である。
（５）　担い手が抱える経営上の課題に対して，経営相談などを行う「農業委員会」

が各都道府県に開設されている。

［問５］　農業政策の流れ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。
（１）　食料・農業・農村基本計画では，食料自給率の目標を定めるとともに，食料，

農業および農村に関し，政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を定めるべ
きことを規定している。

（２）　食料・農業・農村基本計画では，農業・農村の有する多面的機能の維持・発
揮を進める地域政策の推進は重視していない。

（３）　食料・農業・農村基本計画では，食料自給率目標を，供給熱量ベースのみで
定めている。

（４）　食料・農業・農村基本計画では，農業の成長産業化に向けた農政改革は推進
していない。

（５）　食料・農業・農村基本計画では，令和 12（ 2030 ）年までに農林水産物・食
品の輸出額を２兆円とする目標を設定している。
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［問６］　農業経営に関する保険その他の制度にかかる次の記述について，正しいも
のを１つ選びなさい。

（１）　農業共済制度は，自然災害等による収穫量の減少等の損失は補填対象として
いない。

（２）　農業共済制度の農作物共済は，農業者は必ず加入しなければならない。
（３）　収入保険は，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

補填する制度である。
（４）　収入保険は，青色申告実績（簡易な方式で可）が３年以上ある農業者でなけれ

ば加入できない。
（５）　収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）は，米，麦，大豆等の当年産の販売収入

の合計が，前年度実績を下回った場合，一定額を補填する制度である。

［問７］　スマート農業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。

（１）　スマート農業とは，「ロボット，AI，IoT など先端技術を活用する農業」の
ことである。

（２）　スマート農業の効果は，データの活用による農業経営の高度化までは及ばな
い。

（３）　農業者の監視の下，無人で圃場内の農作業を行う自動走行トラクターが近年
販売されている。

（４）　手作業に頼らざるを得ない作業が多く残されている果樹栽培などに対応した
技術開発が進められている。

（５）　開発した自動野菜収穫ロボットを農業者へ貸し出し，収穫高に応じて利用料
を徴収する農業支援サービス等，農業者の導入コストを抑えてスマート農業技
術の現場実装を目指す新たな取組みが開始されている。

［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。

（１）　農商工連携が目指すことは，農業を通じた商工業者のみの売上や利益の増加
である。

（２）　農商工等連携促進法に基づく事業計画は，都道府県が認定を行う。
（３）　６次産業化とは，農林漁業者等が加工，流通・販売の事業者と連携する取組

みである。
（４）　農林漁業者が作成・申請する総合化事業計画における促進事業者として，２

次・３次産業の企業等を位置づけることはできない。
（５）　６次産業化プランナーは，農林漁業者等による総合化事業計画の作成や事業

推進の支援等を行っている。
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［問９］　農地制度に関する法律の次の記述について，誤っているものを１つ選びな
さい。

（１）　農地法は，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。

（２）　農地法では，投機目的による農地取得を防ぐことは想定していない。
（３）　農業経営基盤強化促進法は，認定農業者制度などの法的枠組みを定めている。
（４）　農地中間管理事業の推進に関する法律は，農業経営の規模の拡大，耕作の事

業に供される農用地の集団化等による農用地の利用の効率化および高度化の促
進を図ることを目的に制定された。

（５）　農業振興地域の整備に関する法律は，農地を面的に捉え，優良な農地を確保
しようという考えをもとに，農用地区域等について定めている。

［問 10］　農地に関する税制の次の記述について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　保有している農地は，一般農地，農業振興地域農地に区分されて評価・課税

される。
（２）　個人が農地を売った場合は，他の所得と合算して課税される。
（３）　農地を取得したときは，不動産取得税，登録免許税が課される。
（４）　相続または遺贈により農地等を取得し，相続税納税猶予制度の適用を受けよ

うとする場合，被相続人自らが農業の用に供する農地のみが納税猶予の対象と
なる。

（５）　贈与税納税猶予制度の適用を受けている農地を譲渡，貸付け，転用，耕作放
棄し，当該面積が 10％を超えた場合は，猶予税額のすべてを納付しなければ
ならない。

［問 11］　農地所有適格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。

（１）　農地所有適格法人とは，食料・農業・農村基本法で規定された呼び名である。
（２）　農地所有適格法人の設立には，都道府県知事の認可が必要である。
（３）　農地所有適格法人は，毎年，必要な事項を市町村長に報告しなければならな

い。
（４）　株式の譲渡制限のある株式会社は，農地所有適格法人の法人形態要件を満た

す。
（５）　農地所有適格法人は，直近３年の売上の過半が農業のみの売上でなければな

らない。
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［問 12］　農地制度の運用にかかわる組織と役割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。

（１）　農地の売買の場合には，原則として農業委員会や都道府県知事等の許可を受
けなければならない。

（２）　農業委員会ネットワーク機構では，担い手の組織化・運営の支援が法令業務
として位置づけられている。

（３）　農用地利用改善団体は，農業経営基盤強化促進法に基づいて，農用地利用改
善事業を行う農事組合法人またはその他の団体である。

（４）　農業委員会を構成する農業委員として，農業者以外の者が任命されることは
ない。

（５）　農地中間管理機構（農地集積バンク）は，担い手への農地利用の集積・集約化
を推進している。

［問 13］　施設園芸における事業用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。

（１）　土地そのものに直接耕作していれば，その上にビニールハウス等があっても，
その土地は農地である。

（２）　農業委員会に届け出た場合には，農業用ハウス等の内部を全面コンクリート
張りしても，農地転用に該当しない。

（３）　農地をコンクリート等で地固めし，農地に形質変更を加えたものは，農地に
該当しない。

（４）　農地に設置した棚やシートの上で農作物を栽培している土地は，農地とはさ
れない。

（５）　農地に通路，機械・設備等を設置している用地部分であっても，農地として
取り扱える場合がある。

［問 14］　稲作の業務知識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。
（１）　稲作は，通常は１年１作で，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。
（２）　2004 年に施行された改正食糧法により，「政府米」と「計画流通米」に区分

されるようになった。
（３）　流通業者についての登録制が廃止され，年間 20t 以上の米の流通を行う者は

認可が必要となった。
（４）　2018 年産から，農業者（産地）は生産数量目標を行政に申請することになった。
（５）　米価は，産地銘柄ごとの直接支払交付金によって形成されている。



（ 6）農林中金アカデミー

［問 15］　稲作の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。

（１）　農林水産省の統計調査によると，30.0ha 程度までは，作付規模が大きくなれ
ば，単位当りのコストが下がる傾向が読み取れる。

（２）　売上の構成要因は「単価」と「出荷数量」に分解でき，さらに「出荷数量」
は「作付面積」と「 10a 当り収量」に分解できる。

（３）　稲作経営では，経営所得安定対策などの交付金を実質的な売上高と捉えて，
収益力を評価することができる。

（４）JA 出荷している稲作経営の場合，キャッシュ・イン・フローは，そのほとん
どが 11 月ごろに政府が支払う概算金である。

（５）　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。

［問 16］　野菜の業界動向，業務知識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。

（１）　野菜の農業産出額は，近年は米に次ぐ水準で推移している。
（２）　野菜の主産地は，北海道と九州各県に集中している。
（３）　野菜の輸入量を輸入先国別に見ると，米国が過半を占めている。
（４）　野菜の流通では，市場経由率が増加傾向にある。
（５）　価格変動しやすい野菜の特徴を踏まえた，野菜需給安定対策などの施策が行

われている。

［問 17］　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。

（１）　2018 年の果実の産出額は約 8,400 億円で，販売価格の低下により近年は減少
傾向が続いている。

（２）　果実は，2013 年以降，年々輸出額が増加し，2019 年の輸出額は約 219 億円
である。

（３）　果樹は，植栽後数年を経て，結実開始とともに，投下した資金に見合う生産
が上げられる。

（４）　果樹は，植栽とともに減価償却を開始する。
（５）　収穫後の代金は，量販店等に出荷した場合には，すぐに決済される。
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［問 18］　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。

（１）　小規模の個人農家では，貸借対照表を作っているケースは稀である。
（２）　農業には独特な交付金制度があり，これらを「売上高の内訳（営業収益）」と

して勘定処理するか，それとも，「営業外収益」と処理するかによって，収益
構造の把握・評価が大きく異なってくる。

（３）　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，農業におい
ても，材料費を「当期材料仕入高」勘定で表記する。

（４）　搾乳牛や繁殖豚などの売却は，営業目的であるため，その売却収入を「生物
売却収入」などとして営業収益（売上高）の区分に，売却直前の帳簿価額を「生
物売却原価（売上原価）」の区分による総額によって記載する。

（５）　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
法と従事分量配当がある。

［問 19］　農業簿記の特徴および「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。

（１）　法人においては，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。

（２）　農産物の委託販売では，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る。

（３）　搾乳牛など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，税務上，事業所得として扱われる。

（４）　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。

（５）　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。
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［問 20］　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。

（１）　りんご栽培の場合，苗木代，肥料代，農薬代，栽培管理に関する労務費等が
発生し，この育成期間の費用を「育成費振替高」として資産勘定に計上する。

（２）　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。

（３）　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。
（４）　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

利益に算入する。
（５）　収入保険制度の保険料，事務費（付加保険料）および積立金（経営保険積立金）

は，必要経費または損金に算入する。

［問 21］　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。

（１）　経営安定補填収入は，過年度の農業の減収分の収益を補填するものであり，
営業収益の区分に計上する。

（２）　肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）収入は，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，支払の通知を受けた日の属する
年分の収益に計上する。

（３）　加工原料乳等生産者経営安定対策補填金については，生産者積立金を経営保
険積立金（投資等）として貸借対照表に計上する。

（４）　酪農経営に対しては，作付助成収入に該当する交付金はない。
（５）　圧縮記帳された固定資産の減価償却は，圧縮前の価額に基づいて実施され，

その耐用年数にわたって課税が繰り延べられる。
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［問 22］　個人所得課税の仕組みおよび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。

（１）　農地や建物などの不動産を売却した場合は，他の所得と分離して課税（分離
課税）される。

（２）　兼業農家で，事業所得（農業所得）と給与所得がある者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。

（３）　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
のは非課税となる。

（４）　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。

（５）　農業用の青色申告決算書・収支内訳書においては，農産物の販売金額のほか
作業受託収入や価格補填収入を分けて記載する様式となっている。

［問 23］　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。

（１）　農業協同組合法に規定する農事組合法人で，「農業経営を行い，組合員に対
し給料や賃金等の支払をするもの」は，普通法人として取り扱われる。

（２）　農業を営む法人の場合，米・麦の売上計上は，一般的な基準（検収基準など）
で認識する。

（３）　法人事業税において，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。

（４）　従事分量配当は，会計上の費用ではないので，税務上損金算入されない。
（５）　「損金の額に算入した納税充当金」とは，決算整理において損益計算書に計

上した法人税等の金額を指す。

［問 24］　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。

（１）　簡易課税の場合の控除すべき仕入に係る消費税は，売上に係る消費税に，業
種ごとに定められたみなし仕入率を乗じて計算する。

（２）　出資に対する配当は，消費税の課税対象になる。
（３）　任意組合，有限責任事業組合は，組織が課税事業者になる。
（４）　協同組合等に該当する農事組合法人から従事者が受ける従事分量配当は，消

費税の課税対象にならない。
（５）　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，その譲渡は時価で譲渡したものとみなされるが，無償譲渡の場合には，時
価の 50％を受贈益として認識する。
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［問 25］　相続，事業承継，集落営農と課税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。

（１）　一般農地（市街化区域外の農地）における相続税の納税猶予について，20 年
間自ら営農しても猶予税額は免除されない。

（２）　個人版事業承継税制は，青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者が，
非上場会社の株式等を相続により取得した場合において，その非上場株式等に
係る相続税について，一定の要件のもと，その納税を猶予する制度である。

（３）　任意組合等から構成員が得る損益分配金は，通常，事業所得に区分される。
（４）　人格のない社団等が行う農地の耕作を受託して行う農作業から生じる所得は，

税務上の収益事業に該当する。
（５）　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。

［問 26］　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。

（１）　農業は，法定労働時間や休憩，休日に関して，労働基準法の適用対象である。
（２）　従業員を管理するうえで必ず整備しなければならない書類として，法律で備

え付けが義務づけられている法定三帳簿は，①労働者名簿，②賃金台帳，③タ
イムカードまたは出勤簿である。

（３）　農業の場合，個人事業主の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。

（４）　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。

（５）　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，対象事業として畜産および養蚕を含む。

［問 27］　農業者年金および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。

（１）　公的年金の被保険者の種類のうち，第３号被保険者とは第１号被保険者の被
扶養配偶者である。

（２）　農業者は，第２号被保険者である。
（３）　農業者年金の受け取る年金額は，保険料と運用益で決まる「確定給付型」の

年金制度である。
（４）　農業者年金は，納めた保険料は，所得税法上，全額を税額控除できる。
（５）　就業規則は，常時労働者が 10 人以上いる事業場であれば，一時的に 9 人以

下になっても作成を義務づけられている。
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［問 28］　要員計画，法人化，採用，年次有給休暇の留意事項および外国人材の活
用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。

（１）　法人化した場合，週の所定労働時間が 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については，雇用保険の加入手続きが必要になる。

（２）　農業労働の特殊性として，農業は作物によって農繁期と農閑期があり，労働
分配に不均衡が生じる。

（３）　労働基準法によれば，パートタイマーやアルバイト等の非正社員には，雇用
契約書または労働条件通知書の作成および手交は不要である。

（４）　年次有給休暇の付与日数に関して，年休は毎月１日付与し，１年で 12 日付
与するとの契約は違法となる。

（５）　技能実習生を法定休日に労働させたときには，割増賃金を支給しなければな
らない。

［問 29］　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。

（１）　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事業主貸勘定
は，事業資金の家計への資金流出を処理する科目である。

（２）　損益計算書の分析において，可処分農家所得に農外所得を加えた金額を可処
分農業所得という。

（３）　売掛債権回転期間は，「期末売掛債権÷月商」で算出される。
（４）　採卵用鶏やバラの親株は繰延生物である。
（５）　税務申告書の別表五（一）「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明

細書」は，法人税を計算するための貸借対照表といえる。

［問 30］　資金繰り分析，損益分岐点分析，収支分岐点および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。

（１）　資金繰り表の活用方法として，資金繰り計画の把握が考えられる。
（２）　資金繰り表は資金動向を見るものであるため，畜産経営と水田・畑作経営を

比較してもあまり意味はない。
（３）　損益分岐点分析にあたり，土地改良費は，固定費に該当する。
（４）　収支分岐点は，支出額を変動的支出と固定的支出に分け，固定的支出を限界

収入率で割ることによって求められる。
（５）　作目別付加価値分析にあたり，外部購入費用のうち変動費に区分された費用

は，作目別売上高に配分できない。
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［問 31］　作目別付加価値分析の手順に関する次の記述に関して，正しいものを
１つ選びなさい。

（１）　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特別利益に計上さ
れている場合が多い。

（２）　損益項目の作目別配分にあたり，人件費の配分に使用する作業日報が作成さ
れていない場合がよくある。

（３）　損益項目の作目別配分にあたり，販売管理費に属する給料手当は作目ごとに
配分する。

（４）　作目別の時間単価は，売上高等を作業時間で割って算出する。
（５）　生産工程別分析で用いられるベンチマーク方式とは，自社の現在と過去の状

況を比較検討し，その内容を分析するものである。

［問 32］　農業者向け取引推進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。

（１）　機械設備等を比較的長期間賃貸するリース取引は，与信取引とはならない。
（２）　農業において，新技術の導入が，生産者にリスクをもたらすことはない。
（３）　農業における財務リスクにおいて，資金借入がリスクの源泉となることはな

い。
（４）　金融取引の提案にあたっては，農業者のキャッシュフローと提案する資金の

借入期間を合わせることが特に重要となる。
（５）　農業におけるリスクの１つに価格リスクがあるが，これは天候，病害，虫害

によって起こる生産の変動に起因するリスクである。

［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。

（１）　融資審査に際しては，借入申込者に返済能力と返済の意思があるかないかを
確認することが重要である。

（２）　返済能力の判断に際して，借入申込者が現在保有している資産の担保力がな
い場合には，一律に融資してはならない。

（３）　借入申込みの相談を受ける場合，審査に必要な資料は初回面談時に説明を行
い，順次提出してもらうようにするのがよい。

（４）　借入申込者の情報は，当面の案件の処理を終えたら破棄することが重要であ
る。

（５）　借入申込者の信用情報の収集において，個人経営の場合，家計収支に関する
情報収集は不要である。
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［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。

（１）　農畜産物は，工業製品と比べて，生産サイクルが長いため，需給バランスが
とりにくいという特徴がある。

（２）　畜産の場合，飼料費も資金ニーズの発生源となる。
（３）　採卵鶏・ブロイラーでは，鶏の入替時期には大きな資金ニーズは発生しない。
（４）　施設園芸の場合，栽培方法によっては，温度，湿度，土壌をコントロールす

るための内部施設に関する設備資金ニーズが発生する。
（５）　耕種における経常運転資金の場合，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。

［問 35］　農業者向け制度資金・全国要項資金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。

（１）　JA バンクの全国要項資金である JA 農機ハウスローンは，他金融機関の農
機具ローンの借換えも対象としている。

（２）　JA バンクの全国要項資金である担い手応援ローンは，JA において税務対応
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。

（３）　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，
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。

（４）　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に対する短期運転資金を，当座貸越方式により融通する。

（５）　農業近代化資金の貸付対象者は農業者全般である。

［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。

（１）　運転資金の資金使途には，設備資金の調達不足を補う資金は含まれない。
（２）　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。
（３）　つなぎ資金の返済財源は，業績の回復によって得られる将来の利益である。
（４）　季節資金には，従業員への賞与支払のための資金も含まれる。
（５）　畜産経営の場合，耕種農業の播種と収穫の関係のように素畜の導入と出荷が

一時期に集中するのが特徴である。
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［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。

（１）　設備に投資した多額の資金は，農業の特性から回収に長期間を要するが，財
務の流動性を低下させることはない。

（２）　売上の拡大を目指して行う設備投資の場合，その返済財源は事業を行ったこ
とによって得られる増収，増益部分である。

（３）　設備資金の償還期間の設定は，対象となる設備の耐用年数と一致させるのが
原則である。

（４）　収支償還計画の検討にあたっては，返済財源が確保できる計画になっている
かどうかを確認することが必要である。

（５）　売上の拡大を目指して行う設備投資の場合には，基本的に増加運転資金が必
要となる。

［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。

（１）　耕作放棄されているような農地は，担保権を設定する意義は低い。
（２）　牛舎等，壁のない物件は，譲渡担保等により担保権設定する手法がある。
（３）　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資

金ごとに異なる。
（４）　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，「対抗要件が適切に具備できるか」がある。
（５）　農業信用保証保険制度において，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，利息のみである。

［問 39］　農業分野における金融手法であるABL（Asset Based Lending）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。

（１）　日本政策金融公庫が行ういわゆる畜産版 ABL（以下，本問中「畜産版
ABL」という）のスキームにおいて，デフォルト時には肥育途中の担保家畜は
即時換金する。

（２）　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。

（３）　畜産版 ABL では，肉用牛経営の入口から出口までを，すべて管理できるよ
うな仕組みとなっている。

（４）　ABL は，対象となる営業用資産の在庫状況について借手から定期的に報告
を受け，その報告に基づいて融資額を算定するのが一般的な仕組みである。

（５）　畜産業に対して ABL を行う場合，特に認識しておくべき特性の１つに「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」が
あげられる。
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［問 40］　CDS（Credit Default Swap）を利用した農業者向け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。

（１）　CDS は，保険と同様に，大数の法則に基づく金融商品である。
（２）　CDS は，債券発行体の債務履行能力や倒産リスクといった信用リスクその

ものを取引するクレジット・デリバティブの一種である。
（３）　日本政策金融公庫における CDS を活用した農業者向け融資の信用補完制度

（以下，本問中「日本公庫 CDS」という）は，民間金融機関が農業者に対して
行った複数の融資をまとめて日本政策金融公庫と契約する仕組みである。

（４）　日本公庫 CDS における民間金融機関が行う農業者向け融資の条件として，
無担保・無保証とすることはできない。

（５）　日本公庫 CDS における民間金融機関が行う農業者向け融資の条件として，
資金使途や貸付年限等についての制約はない。

［問 41］　農業分野における金融手法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。

（１）　スコアリングモデルに基づく融資は，設備資金として有用である。
（２）　農業者が少人数私募債を発行する際に，利息の代わりに農産物を支給するこ

とは認められていない。
（３）　劣後ローンは，借入金利息に比べて低い金利水準となっている点が特徴的で

ある。
（４）　資金調達の方法において，株式の発行などにより資金を調達することを間接

金融という。
（５）　天候デリバティブでは，実損を伴わなくても支払条件を満たせば補償金が支

払われる取引である。

［問 42］　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。

（１）　農業における経営改善提案の目的としては，地域農業の振興は想定していな
い。

（２）　農業における経営改善提案には，民間企業が行うものは含まれない。
（３）　農業に関する相談内容をニーズに着目して①事業化関連，②農畜産物販売関

連，③人材育成関連，に区分した場合，融資申込準備は②農畜産物販売関連に
含まれる。

（４）　農業に関する相談内容の確認において，相談者からの相談事項が二転三転す
る場合には，本来取り組むべき事項に絞り込まないことが必要である。

（５）　農業に関する相談内容の確認においては，回答までの所要日数等について事
前に相談者の同意を得ておくことが必要である。



（ 16 ）農林中金アカデミー

［問 43］　経営改善計画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。

（１）　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。

（２）　経営改善計画の策定対象先は，現状のままの経営を続けていては，経営維持
が困難になると見込まれる融資先である。

（３）　経営改善計画の進捗管理は四半期に１回程度行うのが基本である。
（４）　経営改善計画の進捗管理を進めていくなかで，計画と実績の乖離が大きい場

合には経営改善計画の修正を行う。
（５）　経営改善策の検討において，個人農業者の目標利益の設定としては，まずは

償還財源（資金余剰）を確保し，償還金返済後の差引余剰がゼロになる水準を目
指す。

［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。

（１）　農産物におけるビジネスマッチングにおいて，広域流通に適さないものは対
象とならない。

（２）　価格設定においては，中間流通の在庫管理，受発注，クレーム対応といった
機能を，誰がどのように分担するかという点まで含めて対応を検討する必要が
ある。

（３）　商品提案書には，希望小売価格は記載しない方がよい。
（４）　商談会における試食の提供にあたり，完成品以外を提供することはない。
（５）　商談会のフォローアップにおいて，名刺交換した人に対するフォローはすべ

て同レベルで行うことが重要である。



（ 17 ） 農林中金アカデミー

農業法人甲社の下記資料を基に，問 45～問 47に答えなさい。

貸借対照表（2020年12月31日現在） （単位：千円）

資　産　の　部 金　　額 負債・純資産の部 金　　額

現 預 金 2,701 買 掛 金 187

売 掛 金 336 未 払 費 用 1,327

棚 卸 資 産 1,069 未 払 法 人 税 等 496

そ の 他 流 動 資 産 325 短 期 借 入 金 3,743

（ 流 動 資 産 合 計 ） 4,431 （ 流 動 負 債 合 計 ） 5,753

建 物 ・ 構 築 物 4,621 長 期 借 入 金 14,433

機 械 装 置 16,939 （ 固 定 負 債 合 計 ） 14,433

工 具 器 具 備 品 2,560 （ 負 債 の 部 合 計 ） 20,186

減 価 償 却 累 計 額 △ 9,015 資 本 金 10,000

（ 有 形 固 定 資 産 ） 15,105 別 途 積 立 金 3,333

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 13,983

（ 固 定 資 産 合 計 ） 15,105 （ 純 資 産 の 部 合 計 ） △ 650

資 産 の 部 合 計 19,536 負債・純資産の部合計 19,536

　



（ 18 ）農林中金アカデミー

損益計算書
（自 2020年1月1日　至 2020年12月31日）

製造原価報告書
（自 2020年1月1日　至 2020年12月31日）

（単位：千円） （単位：千円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

売上高 18,173 １. 材料費 Ｆ

　作業受託収入 9,467 　種苗費 799

　製品売上高 8,013 　肥料費 701

Ａ 693 　農薬費 231

製造原価 Ｄ 　期首材料棚卸高 680

（売上総利益） 　期末材料棚卸高 487

販売費及び一般管理費 8,736 ２. 労務費 8,136

（営業利益） Ｅ ３. 製造経費 6,005

営業外収益 3,084 　動力光熱費 848

Ｂ 2,827 　修繕費 1,772

　受取利息・雑収入 257 　支払小作料 480

営業外費用 43 　賃借料 537

　支払利息 43 　減価償却費 1,839

経常利益 　その他製造費用 529

特別利益 800 ４. 当期総製造費用 Ｇ

Ｃ 800 期首仕掛品棚卸高 652

税引前当期純利益 期末仕掛品棚卸高 582

法人税・住民税及び事業税 70 ５. 当期製品製造原価 H

（当期純利益）

甲社概要 名 称 甲株式会社

設 立 1995 年 4 月設立

資 本 金 1,000 万円

地域特性 平地農業地域（S 県）

営農類型 稲作，畑作（ニラ），作業受託

事業規模 作付面積 9ha

常時従事者 3 名

主要資本設備 トラクター，田植え機，コンバイン
（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。



（ 19 ） 農林中金アカデミー

［問 45］　甲社の損益計算書の科目欄，Ａ，Ｂ，Ｃに入る科目の組み合わせとして，
下表のなかから，正しいものを１つ選びなさい。

（１）　Ａ　作付助成収入　　　　Ｂ　価格補填収入　　　　Ｃ　経営安定補填収入
（２）　Ａ　作付助成収入　　　　Ｂ　経営安定補填収入　　Ｃ　価格補填収入
（３）　Ａ　経営安定補填収入　　Ｂ　作付助成収入　　　　Ｃ　価格補填収入
（４）　Ａ　価格補填収入　　　　Ｂ　作付助成収入　　　　Ｃ　経営安定補填収入
（５）　Ａ　価格補填収入　　　　Ｂ　経営安定補填収入　　Ｃ　作付助成収入　

［問 46］　甲社の損益計算書のD，Eおよび，製造原価報告書のＦ，Ｇ，Ｈ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）。

（１）　D　15,749　　E　−6,312　　Ｆ　1,538　　Ｇ　15,679　　Ｈ　15,749
（２）　D　16,065　　E　−6,628　　Ｆ　1,924　　Ｇ　16,065　　Ｈ　16,135
（３）　D　16,135　　E　−6,698　　Ｆ　1,924　　Ｇ　16,065　　Ｈ　16,135
（４）　D　15,609　　E　−6,172　　Ｆ　1,538　　Ｇ　15,679　　Ｈ　15,609
（５）　D　15,679　　E　−6,242　　Ｆ　1,538　　Ｇ　15,679　　Ｈ　15,609

［問 47］　甲社の資料に基づき，①当座比率，②固定長期適合率，③流動比率，④
総資本回転率を算出した。各比率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。なお，計算上，小数点以下の端数については，小数第２
位を四捨五入し，小数第 1位まで求めるものとする。

比率分析の項目 計算結果

①　当座比率 Ｉ

②　固定長期適合率 Ｊ 

③　流動比率 Ｋ

④　総資本回転率 Ｌ 

（１）　Ｉ 189.4％　　Ｊ 91.2％　　Ｋ 77.0％　　Ｌ　0.9 回
（２）　Ｉ  52.8％　　Ｊ 109.6％　　Ｋ 129.8％　　Ｌ　0.9 回
（３）　Ｉ  52.8％　　Ｊ 109.6％　　Ｋ 77.0％　　Ｌ　0.9 回
（４）　Ｉ 189.4％　　Ｊ 91.2％　　Ｋ 129.8％　　Ｌ　1.1 回
（５）　Ｉ 189.4％　　Ｊ 109.6％　　Ｋ 77.0％　　Ｌ　1.1 回
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農業を営む乙社の下記資料を基に，問 48～問 50に答えなさい。

損益計算書
（自 2020年1月1日　至 2020年12月31日）

製造原価報告書
（自 2020年1月1日　至 2020年12月31日）

（単位：千円） （単位：千円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

売上高 23,200 １. 材料費 1,000

作業受託収入 3,600 　種苗費 500

製品売上高 19,600 　肥料費 400

製造原価 9,500 　農薬費 100

（売上総利益） 13,700 　期首材料棚卸高 400

販売費及び一般管理費 8,500 　期末材料棚卸高 400

（営業利益） 5,200 ２. 労務費 4,900

営業外収益 750 ３. 製造経費 3,600

受取利息 400 　動力光熱費 500

雑収入 350 　修繕費 1,100

営業外費用 160 　支払小作料 300

支払利息 160 　賃借料 300

経常利益 5,790 　減価償却費 1,100

特別利益 　その他製造費用 300

特別損失 ４. 当期総製造費用 9,500

税引前当期純利益 5,790 期首仕掛品棚卸高 400

法人税等 2,084 期末仕掛品棚卸高 400

（当期純利益） 3,706 ５. 当期製品製造原価 9,500

費用の変動費と固定費区分 （単位：千円）

区 分 金 額 備　　考

変 動 費 2,600 製造原価（材料費，動力光熱費，修繕費）

固 定 費 15,400
製造原価（労務費，支払小作料，賃借料，減価償却
費，その他製造費用），販売費及び一般管理費

（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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［問 48］　乙社の資料に基づいて，限界利益率を求め，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。

（１）　88.8％
（２）　11.2％
（３）　66.4％
（４）　59.1％
（５）　22.4％

［問 49］　乙社の資料に基づいて損益分析点売上高を求め，次のうち正しいものを
１つ選びなさい。なお，計算途中に発生する小数点以下の数値については，
小数第４位を四捨五入して第３位までとして計算を行い，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。

（１）　20,602 千円
（２）　17,342 千円
（３）　23,192 千円
（４）　15,405 千円
（５）　13,711 千円

［問 50］　乙社に，長期借入金返済額等 1,500千円があるとしたとき，乙社の収支
分岐点を求め，次のうち正しいものを１つ選びなさい。この場合，売上収入
=売上高，変動的支出 =変動費として算出する。なお，計算途中に発生する
小数点以下の数値については，小数第４位を四捨五入して第３位までとして
計算を行い，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。

（１）　19,032 千円
（２）　20,270 千円
（３）　17,793 千円
（４）　17,342 千円
（５）　14,414 千円
 






