


（ 1） 農林中金アカデミー

［問１］　経営体の種類に関する次の記述について，正しいものはいくつあるか，
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．法人とは，法的に人格を持った経営体をいい，その法人の代表者の名義で商
売を行う。

　ｂ．農業法人は定款で決めた事業年度を計算期間として，その期間における利益
をもとに所得税等を計算し，期末から 2か月以内に申告・納税をしなければな
らない。

　ｃ．農地所有適格法人とは，さまざまな要件を満たし，農地を取得することがで
きる農業法人である。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問２］　決算書の種類と青色申告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）　法人の決算書の目的には，株主に対し 1年間の事業成績を報告することも含
まれる。

（ 2）　青色申告の制度の適用を受けるためには事前に申請をし，期中は帳簿の作成
が必須である。

（ 3）　所得税青色申告決算書の損益計算書は，年初と年末の農業に関する資産及び
負債がどれだけあるかを表すものである。

［問３］　簿記のルールに関する次の表において，A～ Dに入る語句の正しい組み
合わせを１つ選びなさい。
項　目 借　方 貸　方
資　産 A
負　債 B
費　用 C
収　益 D

（ 1）A　増える　　B　減る　　　C　増える　　D　減る
（ 2）A　減る　　　B　増える　　C　減る　　　D　増える
（ 3）A　増える　　B　減る　　　C　減る　　　D　増える
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（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　収入金額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）　農産物以外の資産について事故が生じたことにより受け取る共済金は，雑収

入として課税される。
（ 2）　農地を貸したことによる収入は，不動産所得になる。
（ 3）　JAから受け取る出資に対する剰余金の分配は，配当所得になる。

［問５］　棚卸し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）　果物のうち，収穫時から販売又は消費等が終了するまでの期間が比較的長い

もの及びいも類は，数量が僅少であっても棚卸しをする必要がある。
（ 2）　農産物以外の棚卸資産の場合，期首棚卸高の数量・金額と，今年の仕入の数

　量・金額の合計が，今年売ることができる数量とその調達金額である。
（ 3）　農産物の場合，期首棚卸高については，その販売価格を収入にプラスする。

［問６］　取得価額 360,000円，取得時期・今年 10月 20日，耐用年数７年，償却方
法・定額法の場合の耕うん機について，1年目の未償却残高と２年目の未償
却残高の正しい組み合わせを１つ選びなさい（耐用年数７年の定額法償却率
は 0.143）。なお，減価償却費の計算で小数点以下の端数が生じた場合，切
上げ処理を行うこと。

（ 1）　1年目　351,420円　　2年目　301,167円
（ 2）　1年目　347,130円　　2年目　295,650円
（ 3）　1年目 12,870円 2年目　 51,480円

［問７］　個人事業主が令和 2年 9月 30日にトラクター（法定耐用年数 7年）を
1,500,000円で購入した場合の令和 3年中の減価償却費として正しいものを
1つ選びなさい。なお，年の途中での除却・売却・休止はないものとし，償
却の方法は定率法，耐用年数 7年の償却率は 0.286とする。また，減価償却
費の計算で小数点以下の端数が発生した場合，切上げ処理を行うこと。

（ 1）　306,306円
（ 2）　388,102円
（ 3）　398,326円

［問８］　減価償却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）　取得価額が 30万円未満の固定資産は，青色申告者にだけ認められた「少額

減価償却資産の特例」として，年間の合計が 200万円までであれば，その全額
を，その年の経費にすることができる。

（ 2）　取得価額が 20万円未満の固定資産は，3年間で１／３ずつ減価償却するこ
とができる。

（ 3）　減価償却における事業専用割合は，事業日数や使用頻度に応じて決められる。



（ 3） 農林中金アカデミー

［問９］　次のうち，明らかに修繕費に該当するものはいくつあるか，（ 1）～（ 3）の
中から 1つ選びなさい。

　ａ．機械装置の移設に要した費用
　ｂ．用途変更のための模様替え，改造，改装に要した費用
　ｃ．現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利，砕石等の
敷設に要した費用

（ 1）　０
（ 2）　１つ
（ 3）　２つ

［問 10］　人件費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）　青色事業専従者の要件の１つである「生計が一緒である 15歳以上の家族」

の年齢は，その年の 1月 1日現在で判定する。
（ 2）　農産物を従業員に配ることは，モノで給与を払ったと考えられ，事業消費に

該当する。
（ 3）　白色申告の場合，専従者に対する給与は経費にできないが，給与があっても

なくても，1人につき 50万円（本人の配偶者である場合は 86万円）を経費にす
ることができる。

［問 11］　農産物以外の棚卸高，経費から差し引く果樹牛馬等の育成費用に関する
次の記述について，正しいものはいくつあるか，（ 1）～（ 3）の中から１つ選
びなさい。

　ａ．販売用動物，種苗，飼料，肥料，農薬などの期首棚卸高は，その仕入価格を
経費にプラスする。

　ｂ．種苗，肥料，農薬，諸材料の棚卸しでは，税務署に届出がなければ，最終仕
入原価法で評価する。

　ｃ．育成中の果樹・牛馬等が成熟した場合には固定資産になり，その育成費用の
累計額がその資産の取得価額とされる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ



（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　青色申告特別控除額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）　青色申告特別控除の適用を受けるためには，複式簿記の方法により帳簿を作
成し，貸借対照表を添付した確定申告書を申告期限内に税務署に提出する必要
がある。

（ 2）　青色申告特別控除の特例は，事業所得のほか，不動産所得と山林所得につい
て認められているが，まずは事業所得から控除する。

（ 3）　簡易な方法（単式簿記）で帳簿を作成し，損益計算書を添付した確定申告書を
税務署に提出すれば，最大で 10万円の控除を受けることができる。

［問 13］　現金・預金に関する次の記述について，正しいものはいくつあるか，（ 1）
～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．貸借対照表の資産の部における預金は，農業に関する預金だけを記載すれば
よい。

　ｂ．預金対借入金比率は，「預金÷借入金」で計算する。
　ｃ．預金対借入金比率は，大きいほど財務状態が悪いと考えられる。
（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 14］　12月 31日時点で，貸借対照表科目の金額が下記のとおりである場合，
貸倒引当金の設定限度額として正しいものを，（ 1）～（ 3）の中から 1つ選び
なさい

　　＜科目＞
　　売掛金　500,000円
　　未収金　800,000円
　　買掛金　700,000円
　　未払金　500,000円
（ 1）　27,500円
（ 2）　66,000円
（ 3）　71,500円



（ 5） 農林中金アカデミー

［問 15］　固定資産に関する次の記述について，誤っているものはいくつあるか，
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．借地権は，無形固定資産，かつ減価償却資産である。
　ｂ．取得価額 10万円以上，かつ使用可能期間が 1年以上の農耕具は，経費では
なく固定資産になる。

　ｃ．固定資産の種類ごとに，年末までの減価償却費を控除した未償却残高を貸借
対照表に記載することで，まだ経費になっていない固定資産がどれだけあるか
を表す。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 16］　事業主勘定と元入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）　事業主勘定は，事業と家計を区分するための科目であり，1年間の家計との
貸し借りを集計し，貸借対照表に記載する。

（ 2）　事業主貸は「事業主への貸し」，事業主借は「事業主からの借り」であり，
事業主貸は貸方に，事業主借は借方に記載する。

（ 3）　元入金は，会社でいうところの資本金にあたるもので，会社の資本金と同じ
く，この金額は毎年変化しない。

［問 17］　所得区分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）　災害により，農産物の収益を補償する保険金を受け取った場合，その保険金

は農産物の売上代金とみなして，農業所得の収入金額に含める。
（ 2）　生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金は，雑所得に該当する。
（ 3）　事故により，自身のケガや入院を補償する保険金を受け取った場合，所得税

は非課税とされている。



（ 6）農林中金アカデミー

個人農家の下記資料を基に，［問 18］～［問 22］に答えなさい。

損益計算書  （単位：円）

収入金額 販売金額 8,100,000

農産物の期首棚卸高 230,000

農産物の期末棚卸高 190,000

小　計 （　①　）

必要経費 租税公課 95,000

種苗費 180,000

肥料費 250,000

農具費 95,000

農薬・衛生費 260,000

減価償却費 140,000

利子割引料 15,000

雑　費 130,000

小　計 1,165,000

差引金額 （　？　）

貸倒引当金　繰戻額 44,000

専従者給与 2,924,000

貸倒引当金　繰入額 （　②　）

青色申告特別控除額 550,000

所得金額 3,415,500

　

貸借対照表 （単位：円）
資　産 負債・資本

科　目 １月１日 12月31日 科　目 １月１日 12月31日
現　金 260,000 270,000 借入金 1,436,000 835,000

普通預金 1,410,000 1,550,000

売掛金 880,000 900,000 貸倒引当金 44,000 49,500

農産物 （　？　） （　③　）

農機具等 770,000 830,000 事業主借 0

元入金 2,070,000 2,070,000

事業主貸 3,180,000 （　？　） （　④　）

合　計 3,550,000 6,920,000 合　計 3,550,000 （　？　）



（ 7） 農林中金アカデミー

［問 18］　①に当てはまる金額として，正しいものを１つ選びなさい。
（ 1）　7,680,000
（ 2）　8,060,000
（ 3）　8,140,000

［問 19］　②に当てはまる金額として，正しいものを１つ選びなさい。
（ 1）　 0

（ 2）　48,400
（ 3）　49,500

［問 20］　③に当てはまる金額として，正しいものを１つ選びなさい。
（ 1）　 40,000
（ 2）　190,000
（ 3）　230,000

［問 21］　④に当てはまる金額として，正しいものを１つ選びなさい。
（ 1）　3,504,500
（ 2）　3,965,500
（ 3）　4,065,500

［問 22］　この個人農家の決算書の分析として，正しいものはいくつあるか，（ 1）
～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．専従者給与として 2,924,000円が計上されているので，事業主本人と生計が
一緒である配偶者その他の親族への給与は 2,924,000円である。

　ｂ．預金対借入金比率を見ると，この個人農家の財務状態は前年に比べて悪化し
ていると考えられる。

　ｃ．事業主貸として 3,180,000円が計上されているので，この金額が家計から事
業に移っているといえる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ



（ 8）農林中金アカデミー

農業法人の下記資料を基に，［問 23］～［問 30］に答えなさい。

貸借対照表　
（令和３年３月31日時点） （単位：円）

資産の部 負債の部
【流動資産】 【2,940,000】 【流動負債】 【1,380,000】
現金預金 1,630,000　 買掛金 610,000　

売掛金 1,000,000　 未払金 470,000　

農産物等 270,000　 預り金 140,000　

仕掛品 95,000　 未払法人税等 160,000　

貸倒引当金 △55,000　

【固定資産】 【10,530,000】 【固定負債】 【1,750,000】

（有形固定資産） （10,530,000） 長期借入金 1,750,000　

建　物 1,720,000　

農機具 510,000　 負債の部　合計 3,130,000　

果樹・牛馬等 370,000　 純資産の部
育成仮勘定 430,000　 【資本金】 【3,000,000】

土　地 7,500,000　 【利益剰余金】 【7,340,000】

繰越利益 7,340,000　

　 純資産の部　合計 10,340,000　

資産の部　合計 13,470,000　 負債・純資産　合計 13,470,000　



（ 9） 農林中金アカデミー

損益計算書
（自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日）   （単位：円）

【売上高】 9,500,000
【売上原価】
期首農産物棚卸高 220,000
当期農業原価 　　　5,900,000
合　計 （　？　）
期末農産物棚卸高 　　　  270,000 　　　5,850,000
売上総利益 （　①　）

【販売費及び一般管理費】 　　　2,830,000
営業利益 820,000

【営業外収益】
貸倒引当金戻入 66,000
雑収入 　　　　74,000 120,000

【営業外費用】
支払利息 　　　　55,000 　　　　55,000
経常利息 885,000
税引前当期純利益 885,000

（　②　）   　　　275,000
当期純利益   　　　610,000

株主資本等変動計算書
（自 令和２年４月１日　至 令和３年３月31日） （単位：円）

資本金 資本準備金
利益剰余金

（　③　）合計
利益準備金 繰越利益

当期首残高 3,000,000 0 0 （　④　） （　？　）
当期変動額
　剰余金の配当
　当期純利益 610,000 610,000
当期変動合計 0 0 0 610,000 610,000
当期末残高 3,000,000 0 0 （　？　） 10,340,000



（ 10 ）農林中金アカデミー

［問 23］　①に当てはまる金額として，正しいものを１つ選びなさい。
（ 1）　3,110,000
（ 2）　3,550,000
（ 3）　3,650,000

［問 24］　②に当てはまる語句として，正しいものを１つ選びなさい。
（ 1）　所得税，住民税及び消費税
（ 2）　法人税，住民税及び事業税
（ 3）　法人税，住民税及び消費税

［問 25］　③に当てはまる語句として，正しいものを１つ選びなさい。
（ 1）　剰余金
（ 2）　純資産
（ 3）　負　債

［問 26］　④に当てはまる金額として，正しいものを１つ選びなさい。
（ 1）　 6,730,000
（ 2）　 7,340,000
（ 3）　10,340,000

［問 27］　営業利益率として，正しいものを１つ選びなさい（小数第 2位を四捨五入）。
（ 1） 8.6％
（ 2）　22.5％
（ 3）　92.7％

［問 28］　総資本経常利益率に関する計算式として，（Ａ），（Ｂ）に入る語句の正し
い組み合わせを１つ選びなさい。

　　　・総資本経常利益率＝経常利益率×（Ａ）
　　　・経常利益率＝経常利益÷（Ｂ）× 100（％）
　　　・（Ａ）＝（Ｂ）÷総資本× 100（％）
（ 1）　Ａ　総資本回転率　　Ｂ　売上総利益
（ 2）　Ａ　総資本回転率　　Ｂ　売上高
（ 3）　Ａ　付加価値額　　　Ｂ　売上高



（ 11 ） 農林中金アカデミー

［問 29］　自己資本比率として，正しいものを１つ選びなさい（小数第 2位を四捨五
入）。

（ 1）　22.3％
（ 2）　54.5％
（ 3）　76.8％

［問 30］　労働生産性の計算式として，（A），（B）に入る語句の正しい組み合わせ
を１つ選びなさい。

　　　労働生産性＝（Ａ）÷（Ｂ）
（ 1）　Ａ　付加価値額　　　Ｂ　人件費
（ 2）　Ａ　人件費　　　　　Ｂ　付加価値額
（ 3）　Ａ　付加価値額　　　Ｂ　従業員数

［問 31］　資金繰りでよく出てくる言葉である「勘定合って銭足らず」に関する次
の記述について，正しいものはいくつあるか，（ 1）～（ 3）の中から１つ選び
なさい。

　ａ．発生主義によれば，商品の購入を掛けで行おうが，現金や手形で支払おうが，
「仕入」という事実があれば，その時点で費用として認識される。

　ｂ．信用経済のもとでは，原材料を購入したり，商品を仕入れたりした場合の決
済方法は，現金決済が普通である。

　ｃ．農業における収入金額の計算は販売基準でカウントするため，現金の裏付け
はある。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 32］　「勘定合って銭足らず」に関する次の記述について，営業の過程で資金が
不足するものを，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。なお，各記述はそれ
ぞれ独立したものであり，この記述のほかに取引はないものする。また，令
和 3年 8月 10日取引開始前の現預金残高は 0円である。

（ 1）　令和 3年 8月 10日に商品 13,000円を掛けで仕入れ（決済日同年 10月 29日），
この商品を同年 8月 20日に 17,000円で掛け売りした（決済日同年 9月 30日）。

（ 2）　令和 3年 8月 10日に商品 14,000円を掛けで仕入れ（決済日同年 9月 30日），
この商品を同年 9月 21日に 19,000円で現金販売した。

（ 3）　令和 3年 8月 10日に商品 15,000円を掛けで仕入れ（決済日同年 9月 30日），
この商品を同年 9月 21日に 20,000円で掛け売りした（決済日同年 10月 29日）。



（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 33］　損益計算と収支計算に関する次の記述について，正しいものはいくつあ
るか，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．期末に未販売農産物が 10,000円（販売価格）発生していた場合，収支計算上
10,000円のマイナスとなる。

　ｂ．商品を掛けで仕入れ，この商品を現金で販売した場合，「損益計算上の利益
＞収支計算上の収支」となる。

　ｃ．前期から繰り越された未販売農産物が 16,000円（販売価格），当期末に 20,000
円（販売価格）の未販売農産物が発生している。このとき前期の未販売農産物を
含めた当期の実際の売上が 170,000円だった場合の当期利益は，166,000円と
なる。なお，売上原価については考慮しなくてよい。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 34］　次の①～⑥の取引を行った結果，現預金の月末残高として正しいものは
どれか，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい（現預金の月初残高 500,000円
とする）。

①　商品を 80,000円で仕入れ，代金は掛けとした。
②　商品を 130,000円で売り上げ，代金は掛けとした。
③　②の掛け代金のうち，100,000円を手形 80,000円と現金 20,000円で受け取った。
④　③で受け取った受取手形が決済され普通預金に入金された。
⑤　以前振り出していた支払手形 80,000円が決済され，当座預金から引き落とさ
れた。

⑥　月次決算において，減価償却費 40,000円を計上した。
（ 1）　480,000円
（ 2）　520,000円
（ 3）　560,000円



（ 13 ） 農林中金アカデミー

［問 35］　仕入と売上原価に関する次の記述について，正しいものはいくつあるか，
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。なお，本問に記載のない事項は一切考
慮しなくてよい。

　ａ．仕入れたモノのうち，売れ残っている部分は売上原価にならない。
　ｂ．前年から繰り越された商品が売れた場合，その分，利益率は増加する（仕入
単価は同じ）。

　ｃ．期首棚卸高 13,000円，当期仕入高 18,000円，期末棚卸高 9,000円，原価値
入率（※）は期を通して 20％で一定であった場合，資金は 8,400円増加する。な
お，売上及び仕入はすべて現金で決済されるものとする。

　　（※）原価値入率＝（売上高－売上原価）÷売上原価　とする。
（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 36］　在庫に関する次の記述について，正しいものはいくつあるか，（ 1） 
～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．収穫基準が適用される米・麦・いも類の未販売農作物については，会計上，
在庫として認識するのではなく，実質的な売掛金として認識する。

　ｂ．仕入，売上ともすべて現金取引とした場合，在庫が発生しなければ，損益計
算の利益と収支計算の収支が一致する。

　ｃ．仕入れた商品が売れ残った場合，（仕入－売上原価）に相当する在庫が増える
ことになる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 37］　経費に関する次の記述について，誤っているものはいくつあるか，（ 1）
～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．事業用の軽自動車を 120万円で購入し現金で支払った場合，経費としてでは
なく，資産として計上する。

　ｂ．貸倒引当金は実際の支出が先で経費の計上が後となり，貸倒引当金の繰入れ
は減価償却費と同様でお金の支出をともなわない。

　ｃ．来年分の地代を当年末に支払った場合，損益計算上の経費計上と収支計算上
の経費支出にタイムラグは生じない。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ



（ 14 ）農林中金アカデミー

［問 38］　次の①～④の取引で利益と収支が一致するのは，①の取引から何か月後か，
正しいものを（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

①　商品 25,000円を掛けで仕入れた。
②　①の商品を１か月後に 35,000円で掛け売りした。
③　①の買掛金は，仕入れてから 1か月後に 2か月サイトの手形で支払った。
④　②の売掛金は，売り上げてから 1.5か月後に 2か月サイトの手形で回収した。
（ 1）　2.5か月後
（ 2）　3.5か月後
（ 3）　4.5か月後

［問 39］　仕入支出と売上収入に関する次の記述について，正しいものはいくつあ
るか，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．仕入れた商品が販売されお金になるまでに２か月かかり，その仕入代金をお
金で支払うまでが３か月の場合は，売上が増えるとお金は不足する。

　ｂ．買掛金のサイト，支払手形のサイトが長ければ長いほど，お金が不足する期
間は短くなる。

　ｃ．商品を掛けで仕入れ，その商品を 1か月後に 30,000円で掛け売りし，その
売掛金を 2か月後に現金回収した。このとき買掛金を仕入時より 1か月後に 1

か月のサイトの支払手形で支払ったら，お金は不足しない。
（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 40］　資金繰りに関する次の記述について，誤っているものはいくつあるか，
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．お金が余りそうなときに，そのお金の有利な運用を考えることも，資金繰り
に該当する。

　ｂ．いつも資金繰りに追われているビジネススタイルは，資金全体の運用と調達
のバランス（財務体質）を改善しない限り，いつまでたっても資金繰りは楽にな
らない。

　ｃ．ある時点でお金の「出」が「入り」を上回ると予想された場合は，お金の
「出」を少なくしたり，「入り」を大きくする以外に「入り」が「出」を上回る
ことはできない。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ



（ 15 ） 農林中金アカデミー

［問 41］　資金繰りを考えるうえで考慮される現金増減の法則に関する次の記述に
ついて，現金の減少として捉えるものを１つ選びなさい。

（ 1）　減価償却費が増加した。
（ 2）　元入金が増加した。
（ 3）　売掛金が増加した。

［問 42］　個人事業主の貸借対照表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）　資産が増加するということは，お金の運用先が増え，手元の現金は減少する
ということを意味する。

（ 2）　貸借対照表の元入金は，事業主自身が投下したお金や，これまでの儲けのう
ち内部に留保してきた利益から成っている。

（ 3）　建物・構築物，前払金，未払金は，いずれも資産の部に表示される。

［問 43］　個人事業主の貸借対照表に関する次の計算式について，A～ Cに入る語
句の正しい組み合わせを 1つ選びなさい。
翌年の元入金＝前年の元入金＋ Ａ － Ｂ ＋ Ｃ

（ 1）　Ａ　前年の事業主貸　　Ｂ　前年の所得金額　　Ｃ　前年の事業主借
（ 2）　Ａ　前年の事業主貸　　Ｂ　前年の事業主借　　Ｃ　前年の負債総額
（ 3）　Ａ　前年の所得金額　　Ｂ　前年の事業主貸　　Ｃ　前年の事業主借

［問 44］　固定資金の運用と調達に関する次の記述について，正しいものはいくつ
あるか，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．固定資金の運用は，できるだけ流動資金の調達でまかなうべきである。
　ｂ．回収期間の長い設備投資を，返済期間の短い短期借入金などで調達すれば，
資金ショートを起こしやすい。

　ｃ．固定資金として運用しているお金は，回収に長い時間がかかる。
（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ



（ 16 ）農林中金アカデミー

［問 45］　固定資金，流動資金の運用と調達について，資金繰りの観点で望まし
いと考えられる関係を（ 1）～（ 3）の中から 1つ選びなさい。なお，不等号
（「＜」「＞」）は，貸借対照表の残高の多寡を表している。

（ 1）　流動資金の運用 ＜ 流動資金の調達
（ 2）　固定資金の運用 ＞ 固定資金の調達
（ 3）　固定資金の運用 ＜ 固定資金の調達

［問 46］　設備資金の調達と計画に関する次の記述について，正しいものはいくつ
あるか，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．設備資金に充てる固定資金の不足解消のためにゴルフ会員権を売却し，その
売却資金を充当することは，資金不足解消の有効な手立てとはいえない。

　ｂ．借入金の返済原資となる処分後利益とは，個人の場合には税引前利益から所
得税などの税金を支払った残りの利益をいう。

　ｃ．「固定資産の購入金額 ＞ 元入金」である限り，固定資金が不足することは
ない。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 47］　運転資金に関する次の記述について，誤っているものはいくつあるか，
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．不足する営業運転資金を，安易に借入金などによって調達することは，好ま
しくない。

　ｂ．運転資金は「流動資産－流動負債」で表されるが，前渡金と前受収益はどち
らも流動負債に該当する。

　ｃ．営業運転資金とは，そのビジネスの営業に直接関係のある資金の運用金額が，
その調達金額よりも大きくなっている場合の，その不足資金をいう。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ



（ 17 ） 農林中金アカデミー

［問 48］　流動資金の運用と調達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）　当座貸越とは，たとえ口座の残高がマイナスになっても，一定金額までは資
金決済はできるが，引き出しはできないという制度である。

（ 2）　金利 1.5%で 300万円の借入れをした場合の１年間の支払利息は，粗利益率
30%のビジネスの場合では売上高 15万円分の利益に相当する。

（ 3）　資金調達方法としてポピュラーな手形の割引は，多少は不渡りの危険のある
取引先の手形であっても，割引をして問題ない。

［問 49］　営業運転資金に関する下記の図に関する説明について，正しいものはい
くつあるか，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

売掛金
1,200,000円

買掛金
500,000円

棚卸資産
400,000円

　ａ．売掛金・棚卸資産の合計と，買掛金との差額は営業運転資金の不足分である
から，何らかの方法で調達しなければならない。

　ｂ．売掛金 1,200,000円のうち，1,000,000円分が手形で決済されていれば，営業
運転資金が不足することはなかった。

　ｃ．売掛金 1,200,000円のうち，900,000円分を現金販売できていれば，営業運転
資金が不足することはなかった。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ



（ 18 ）農林中金アカデミー

［問 50］　売上債権管理，在庫管理に関する次の記述について，誤っているものは
いくつあるか，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

　ａ．在庫については，各商品をすべて均一に管理する方が効率的である。
　ｂ．常時必要な農薬や肥料は豊富に手元に置いておくことにより，機動的に利用
でき収穫に直結するという面はあるが，在庫が増えることになり，資金繰りは
どんどん厳しくなっていく。

　ｃ．売掛金や受取手形は将来的な現金になるので，これらの資産が拡大すると資
金繰りは楽になる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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