


（ 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）　高齢化に伴う農家数の減少が進む一方で，今後の農業の担い手となる認定農

業者数，法人数は増加を続けている。
（２）　JAバンクは，担い手経営体の抱えるさまざまな経営課題の解決に向けて，

JA内の部門間連携（信用・営農経済部門）や，外部機関との連携を密にしたソ
リューション提供により，担い手の満足度向上を図っている。

（３）　JAバンクは，地域農業を支える多様な担い手に対して，JA・信連・農林中
金が連携した農業金融はもとより，日本政策金融公庫とも連携した農業金融の
対応力強化に取り組むこととしている。

（４）　JAバンクは，商談会やビジネスマッチングによる販路拡大支援に積極的に
取り組むこととしている。

（５）　事業承継等に係るサポートは，JAの農業メインバンク機能の強化とは無関
係である。

［問２］　担い手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）　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，
担い手への農地の集積率が約８割まで上昇しているなか，全農地面積の９割超
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。

（３）　食料・農業・農村基本計画では，次の世代への継承のため，担い手の育成・
確保，担い手への農地集積・集約化を一層進めることとされている。

（４）　食料・農業・農村基本計画では，担い手が主体性と創意工夫を発揮した経営
を展開できるよう，法人化の加速化等各種の支援を実施することとしている。

（５）　食料・農業・農村基本計画において，青年層の新規就農の促進や女性活躍に
向けた環境整備は，担い手支援の施策の１つとされている。

農業融資実務
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［問３］　認定農業者・認定新規就農者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）　認定農業者制度とは，農業経営の改善を計画的に進めようとする者を市町村
等が認定し，農用地の利用集積その他の経営基盤の強化を促進する措置を講じ
る制度である。

（２）　認定農業者の認定は，経営規模が小さい農家はすべて対象外である。
（３）　認定農業者の年齢構成は，基幹的農業従事者の年齢構成と比較して高齢者が

占める割合が大きい。
（４）　認定農業者の認定を受けるために提出する「農業経営改善計画書」の記載内

容として，経営規模の拡大に関する目標（作付面積，飼養頭数，作業受託面積）
の記載は求められていない。

（５）　青年等就農計画制度は，地域が受け入れる新規就農者の数を制限するための
制度である。

［問４］　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

定の地域内の農家が農業生産を共同して行う営農活動をいう」と定義している。
（２）　集落営農の具体的な活動内容を集落営農数割合（法人・非法人の合計）でみる

と，「機械の共同所有・共同利用を行う」が最も高い。
（３）　集落営農のメリットの１つは，集落全体の活性化が可能となることである。
（４）　集落営農では，メンバー個々の単収の増加やコスト削減は期待できない。
（５）　近年，複数の集落営農が共同して法人を設立するといった取組みや，経営の

経験が豊かな担い手を外部から招致するといった動きがみられる。

［問５］　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）　農業法人とは，農業を営む株式会社のみを示す通称である。
（２）　農地法上の区分として，農用地の取得が可能な農業法人を，農地所有適格法

人という。
（３）　法人化している農業経営体の数は，近年減少傾向にある。
（４）　農業法人白書によると，農業法人は，売上規模が拡大するにつれて民間金融

機関からの借入割合が低くなっている。
（５）　農業法人白書によると，農業法人の多くは，自社のライフステージについて

成長鈍化の段階と考えている。
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［問６］　流通構造の変化に関する次の記述について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　野菜流通に占める加工品の流通量は年々低下している。
（２）　野菜の輸入量が拡大しているが，その多くが生鮮品である。
（３）　野菜の流通における市場経由率（全国の総流通量のうち卸売市場を経由する

割合）は，近年大きく上昇している。
（４）　卸売市場の機能である「競り」は，近年増加傾向にある。
（５）　市場外流通が拡大し，細かなニーズに対応した多様な流通へと変化している。

［問７］　農業所得と農業経営の展望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）　１経営体当りの農業所得の推移をみると，経営規模の大きさと所得の増加に
相関はみられない。

（２）　農業所得とは，農業経営で得られた総収益額から家族の生活費を差し引いた
金額である。

（３）　食料・農業・農村基本計画では，効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の
相当部分を担い，国内外の需要の変化に対応しつつ安定的に農産物を生産・供
給できる農業構造を確立することが重要であるとしている。

（４）　食料・農業・農村基本計画では，他産業並みの所得を目指す生産性の高い農
業経営モデルは提示されていない。

（５）　食料・農業・農村基本計画では，規模が小さい経営は，農地の維持や地域の
活性化等に寄与しないとされている。

［問８］　スマート農業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）　スマート農業とは，省力化，人手の確保，負担の軽減などの生産現場の課題

を，先端技術で解決しようとするものである。
（２）　スマート農業実証プロジェクトは技術実証を行うもので，経営に与える効果

までは検証しない。
（３）　無人で圃場内の農作業を行う自動走行トラクターの開発が進められているが，

安全性が確保されていないため販売はされていない。
（４）　熟練者の栽培技術や判断等の「匠の技」は，スマート農業における実用化の

対象ではないとされている。
（５）　スマート農業技術の現場実装を優先するため，導入した技術の効果や課題等

の情報を蓄積する必要はない。
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［問９］　農商工連携と６次産業化に関する次の記述について，誤っているものを１
つ選びなさい。

（１）　農商工連携とは，農林漁業者と商工業者が互いに協力して新しいビジネスモ
デルを構築する取組みのことである。

（２）　農商工等連携促進法では，農林漁業者，中小企業者が共同して作成・申請す
る事業計画であって，国が認定したものを支援対象としている。

（３）　６次産業化・地産地消法では，農林漁業者が作成・申請する総合化事業計画
であって，国が認定したものを支援対象としている。

（４）　６次産業化とは，農林漁業者が自らの所得向上を目指す取組みであり，農山
漁村の産業振興は期待されていない。

（５）　農商工連携の取組みは，その事業目的によって，「相互補完」「未利用資源の
活用」「形式知への転換」の３つに類型化することができる。

［問 10］　「ＧＡＰ」（Good Agricultural Practice）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）　ＧＡＰ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。

（２）　ＧＡＰ導入は，農業者にとって安定的取引への誘因効果等が期待できる。
（３）　ＧＡＰ等の規格・認証の重要性が増大し，対応しないと国際競争上劣後する

状況になりつつある。
（４）　ＧＡＰは，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（ 2021 年開

催）における食材調達基準の要件を満たすことを示す方法とされた。
（５）　ＧＡＰの認証を取得するためには，農林水産省の審査が必要である。

［問 11］　農地制度における農地の定義，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。

（１）　牧草を栽培している土地は，農地法上の農地ではない。
（２）　農地であるかの判断は，土地の登記簿上の地目に基づく，いわゆる形式主義

で判断する。
（３）　農業振興地域の整備に関する法律では，農用地区域は，短期間での農業上の

利用を確保すべき土地の区域として位置づけられる。
（４）　農用地区域では，宅地の造成は知事の許可の対象となる。
（５）　生産緑地地区内では，農産物の直売所や農家レストラン等を設置することは

できない。
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［問 12］　農地に関する税制におけ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）　農地を保有している場合，農地は一般農地，市街化区域農地に区分されて固
定資産税が課税される。

（２）　農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により農用地区域内農
地を譲渡した場合，譲渡所得に対する特別控除を受けられる。

（３）　農地を取得したときの不動産取得税の税額は，売買価格に一定の税率を乗じ
て計算される。

（４）　相続により農地を取得し，当該農地が引き続き農業の用に供される場合，農
業投資価格を超える部分に対応する相続税は，一定の要件のもとに納税が猶予
される。

（５）　農地を生前一括贈与する場合の課税特例（贈与税納税猶予制度）においては，
後継者等推定相続人である受贈者に課税される贈与税の納税が猶予され，贈与
者または受贈者のいずれかが死亡したときに，贈与税は免除される。

［問 13］　農地所有適格法人に関する次の記述について，誤っているものを１つ選
びなさい。

（１）　農地所有適格法人は，行政庁の特別の認可，認定，登録等の手続は不要であ
る。

（２）　農地所有適格法人数は，近年減少傾向にある。
（３）　農地所有適格法人がその要件を欠くおそれのある際は，農業委員会が必要な

措置を講ずるよう勧告する。
（４）　農地所有適格法人でなくなった場合は，一定の手続を経て，所有する農地等

を譲渡することになる。
（５）　農地所有適格法人は，農業関係者が総議決権の２分の１超を有していなけれ

ばならない。
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［問 14］　農地等の売買，貸借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）　農地等を売買または貸借する場合，原則として市町村長の許可を受けなけれ
ばならない。

（２）　農地等の売買において，農地法３条の許可を受けていなくても，売買が成立
し代金を支払っていれば所有権の移転は有効である。

（３）　農地等の売買にかかる農地法３条の許可申請においては，譲渡人（現所有者）
が単独名義で申請書を提出する。

（４）　農地等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，原則として農地法３条
の許可申請は許可されない。

（５）　相続による農地取得の場合，農業委員会への届け出は不要である。

［問 15］　稲作の業界動向，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。

（１）　農林水産省の統計によると，日本における米の生産は，近年 800 万ｔ台で推
移している。

（２）　日本の米は海外で高い評価を得ており，年々輸出量は伸びている。
（３）　民間流通米については，販売先の特定などの流通ルートに関する制約がある。
（４）　稲作経営は，営業利益が赤字であるが，経常利益では黒字を確保している

ケースが少なくない。
（５）　稲作経営に関する経営指標である反収（kg/10a）と単価（円 /kg）は，栽培技

術や気象，市場の状況など多くの要因が総合された結果であり，技術水準の目
安となる。

［問 16］　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，
誤っているものを１つ選びなさい。

（１）　果樹は，品種更新等の経営転換が容易に行える特性がある。
（２）　消費者からみて野菜と比較して嗜好品である果実は，景気減退期には消費が

減退する傾向がある。
（３）　果樹経営においては，高接ぎ更新等の技術を駆使して，できるかぎり早く成

園化を図り，収益を確保することが求められる。
（４）　2020 年度の国の果樹支援対策（果樹農業生産力増強総合対策等）において，

果樹産地における労働生産性の向上が政策目標として掲げられている。
（５）　果樹農家において，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。
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［問 17］　採卵鶏の業界動向，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。

（１）　１戸当り成鶏雌飼養羽数は年々増加傾向にあり，国内の鶏卵生産は，少数の
大規模経営により担われている構造となっている。

（２）　鶏卵の輸入量は年々増加しており，自給率（重量ベース）は低下傾向にある。
（３）　鶏卵は，わずかな生産量の変動が大幅な価格変動につながりやすいという特

徴がある。
（４）　養鶏場は，適正重量の卵を常に一定量供給することが求められるため，産卵

中の鶏の年齢構成が偏らないように，一定の間隔を空けてひなを導入する必要
がある。

（５）　採卵鶏経営における資金ニーズの１つに，病原菌侵入防止や環境・公害対策
のための設備投資があげられる。

［問 18］　経営戦略，農産物販売の特徴，５つの力分析（ファイブフォース分析）と
SWOT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）　経営戦略の把握・分析には，戦略決定の基本プロセスについて，全体像をと
らえておく必要がある。

（２）　生産者が市場を通さず独自の販売チャネルを構築していくには，自社の状況
とチャネル特性をマッチさせ開拓していくことが重要である。

（３）　「５つの力分析」は，内部環境を分析するためのツールである。
（４）　稲作における「５つの力分析」として代替品の脅威を分析すると，小麦等，

米に代わる穀類が代替品に該当する。
（５）　「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。

［問 19］　農業簿記の特徴（概観）および収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。

（１）　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，流通過程だけの
商業簿記よりも，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。

（２）　農業簿記は，生物的生産の影響を受けるため，会計処理上特殊な取扱いが発
生する。

（３）　農事組合法人の収益の配分方法の１つである従事分量配当は，出役した時間
などによって当期剰余金を配分する方法である。

（４）　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。

（５）　畜産農業における搾乳牛などの売却のように，反復継続して譲渡することが
事業の性質上通常である場合には，税務上，事業所得として取り扱われる。
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［問 20］　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。

（１）　原価計算によって計算された期末の仕掛品は，財務会計において期末棚卸高
として，当期の損益計算書において原価の加算項目として計上される。

（２）　農業においては，作目ごとに原価部門を設定することが一般的である。
（３）　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，法人・個人農業者を問わず，その費用を当該年分の必要経費にしてもよい。
（４）　育成途上の果樹や牛馬などの育成にかかった費用は，「育成仮勘定」として

負債勘定に計上する。
（５）　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。

［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。

（１）　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。

（２）　農業共済の掛金は，農畜産物の原価に算入する。
（３）　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。
（４）　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，

臨時利益の性格を持つことから，特別利益の区分に計上する。
（５）　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，対象牛

を売却した日の属する年の翌年分の収入金額に計上する。

［問 22］　農業補助金の種類と勘定処理に関する次の記述のうち，正しいものを１
つ選びなさい。

（１）　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，売上に
「作付助成収入」勘定として計上する。

（２）　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
より税額控除をすることができる。

（３）　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。

（４）　環境保全の交付金について，地域の任意団体に対して交付されるケースは少
ない。

（５）　中山間地域等直接支払交付金は，営業収益（売上）として計上する。
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［問 23］　農業を営む個人の所得に対する課税の仕組みと農業所得の計算に関する
次の記述について，誤っているものを１つ選びなさい。

（１）　農地の貸付けによる小作料収入は，事業所得になる。
（２）　山林を取得してから５年以内に伐採または立木のままで譲渡した場合には，

事業所得または雑所得になる。
（３）　個人の行う農業で，副業として漬物製造の農産加工業を行っている場合は，

その副業には事業税が課税される。
（４）　個人の農業所得において，総収入金額には，家事（自家）消費も含まれる。
（５）　事業主貸とは，個人事業主において，事業用の資金を個人の目的で使用する

際に使用する勘定科目である。

［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。

（１）　農業法人は，法人税法上，「普通法人」「協同組合等」「人格のない社団等」
に区分される。

（２）　協同組合等に該当する農事組合法人が，確定した決算において組合員等に対
して支払う事業分量配当（利用分量配当）は，施設等の利用分量の割合に応じて
支払われる配当である。

（３）　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る。

（４）　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積立額は，所得金額の計
算上，当期利益に加算する。

（５）　税法上，中小法人において，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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［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。

（１）　消費税の計算方法のうち，簡易課税においては，売上のみで計算し，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）　農事組合法人が支払う従事分量配当は，消費税の課税仕入として取り扱われ
ない。

（３）　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ることとされている。

（４）　消費税の簡易課税の事業区分において，自己が生産した食用の農産物の販売
は，第３種事業である。

（５）　人格のない社団等は，組織が課税事業者となることはなく，各構成員の配分
後，構成員の段階で消費税を計算する。

［問 26］　法人化，相続，事業承継における留意点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）　譲渡による個人（任意組織）の譲渡損益は，土地建物の譲渡については分離課
税の譲渡所得に区分される。

（２）　個人から法人に，農業経営基盤強化準備金の引継ぎはできない。
（３）　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する認定事業計画に基づき貸し

付けられた生産緑地は，贈与税の納税猶予の適用対象になる。
（４）　個人が法人へ時価の２分の１未満の価額で資産を譲渡した場合は，時価で譲

渡したものとみなされる。
（５）　個人が農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合で一定の要件を満

たすときは，個人の譲渡所得金額の計算上，800 万円の特別控除額を控除する
ことができる。
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［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。

（１）　農業では，労働基準法の法定労働時間や休憩，休日に関して適用除外となっ
ており，その理由の１つに，事業の性質上，天候等の自然条件に左右されるこ
とがあげられる。

（２）　農業において，個人経営の事業で常時労働者が５人の場合には，「暫定任意
適用事業」として労働保険が任意加入となる。

（３）　厚生年金の加入者は，農業者年金に加入することはできない。
（４）　農業の場合，個人事業主が労災保険の特別加入制度を利用すると，その事業

所は労災保険の強制適用事業所になる。
（５）　農業の場合，社会保険は個人経営であれば労働者が何人いても任意加入であ

る。

［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。

（１）　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３号被保険者で
ある。

（２）　農業者年金は，60 歳未満の国民年金の第１号被保険者で，年間 30 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。

（３）　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。

（４）　就業規則において，賃金に関する事項は絶対的必要記載事項である。
（５）　就業規則は労働者に必ずしも周知する必要はない。

［問 29］　法人化，労働時間および年次有給休暇の管理と賃金設定における留意事
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。

（１）　法人化した場合，厚生年金は，１人でも専従で働く者がいれば加入が義務づ
けられている。

（２）　農業においても，午後 10 時から午前５時までの間の深夜労働の割増賃金は，
労働基準法上適用除外とされていない。

（３）　使用者は，退職間際という理由で，退職を予定している者からの年休請求を
拒否することはできない。

（４）　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必要がある（ただし，すでに５日取得済みの
労働者に対しては，使用者による時季指定は不要）。

（５）　最低賃金法で定められた最低賃金額は，年齢や性別に関係なく，外国人労働
者を除いたすべての労働者に対して適用される。
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［問 30］　青色申告決算書の分析と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）　個人経営体特有の勘定科目としての元入金は，事業開始時の元手をあらわす
ために設定された勘定科目である。

（２）　青色申告決算書における損益計算書の分析に際し，資金余剰（キャッシュフ
ロー）は，「手取り農業所得－家計費－所得税等」で算出される。

（３）　青色申告決算書における貸借対照表の分析に際し，運転資金は，「（売掛債権
＋棚卸資産＋前受金）－（買掛債務＋前払金）」で算出される。

（４）　農業法人における貸借対照表の分析に際し，農業経営基盤強化準備金を引当
金経理方式で計上している場合には，利益剰余金（株主資本）へ振り替える。

（５）　税務申告書の別表四「所得の金額の計算に関する明細書」は，法人税を計算
するための損益計算書といえる。

［問 31］　資金繰り分析，収支分岐点，付加価値分析と作目別付加価値分析に関す
る次の記述について，正しいものを１つ選びなさい。

（１）　資金移動表は，資金繰り計画と実績の両方とも把握するのに適している。
（２）　収支分岐点とは，支出額の合計額と売上収入が同額となる売上高をいう。
（３）　付加価値算出にあたって，売上高から控除する外部購入費用には，役員報酬，

給料手当，労務費などの給与類を含める。
（４）　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売上の科目に計上

されている場合が多くなっている。
（５）　作目別付加価値の判定で，売上高等から変動費控除後で赤字のものを疑似赤

字という。

［問 32］　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）　JAの融資は，主として不特定多数の個人や法人に対して行う。
（２）　融資にあたり相手方と契約をする際，相手が個人の場合には，市町村役場で

交付を受けた戸籍謄抄本や住民票謄抄本などの確認資料の提出を求める。
（３）　書面や面談により収集した借入申込者の情報は，融資後に新しい情報があっ

ても加除修正することはない。
（４）　返済能力の判断においては，現在保有している資産の担保力が重要であり，

必ず担保価額の範囲内で融資を行う必要がある。
（５）　個人経営を営む借入申込者の信用情報の収集において，扶養家族・同居家族

の構成と年齢などの家族状況に関する情報収集は不要である。
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［問 33］　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）　農業者の資金ニーズには，農地取得，畜舎整備，農機具の更新投資，素牛導
入に必要となる長期運転資金等がある。

（２）　素畜のライフサイクルを把握することで，畜産における資金ニーズを把握す
ることができる。

（３）　畜産の場合，運転資金ニーズとして飼料費があり，飼料会社が取引サイトを
調整し，資金繰りを支援することもある。

（４）　稲作の場合，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と
なる。

（５）　台風等の自然災害や国際市場の影響を受ける燃料高・飼料高等は，資金ニー
ズに影響を及ぼすことはない。

［問 34］　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）　農業近代化資金の貸付対象は，2002 年度の制度改正により，農業者全般か
ら農業の担い手（認定農業者，その他担い手農業者，担い手が過半を占める任
意団体等）に変更された。

（２）　公庫資金には，不慮の災害等による経営の維持安定のための農林漁業セーフ
ティネット資金がある。

（３）　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。

（４）　公庫資金には，原則として農業信用基金協会の保証が付される。
（５）　JAバンクの全国要項資金であるアグリマイティー資金には，自然災害等に

よる農業経営の一時的な悪化に対応するため農業経営の維持や再開を目的とし
た災害緊急資金がある。

［問 35］農業経営における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，赤字発生に伴う不足資金は含まれない。
（２）　経常運転資金は，「買掛債務＋棚卸資産－売掛債権」で求められる。
（３）　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。
（４）　つなぎ資金とは，将来確定している入金を返済財源として，それが入金され

るまでの一時的な資金不足を補うための資金をいう。
（５）　耕種農業において，設備借入金の延滞を借換資金にて肩代りして延滞を解消

する場合，運転資金の融資方法である当座貸越などで対応することが望ましい。
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［問 36］　農業経営における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）　設備投資は，売上の拡大を目指して行うものに限られる。
（２）　農業の場合，投資の意思決定をしてから投資効果が発生するまでの期間が長

期にわたるため，意思決定のタイミングは非常に重要である。
（３）　設備投資にあたっては，設備投資前の財務体質や収益体質を把握し，これが

設備投資によってどのように変化するかを予測する必要がある。
（４）　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。
（５）　借入相談者が新たな設備の導入を検討している場合，当該設備メーカーの評

判や業況について確認を行うことが重要である。

［問 37］　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）　農業信用保証保険制度において，借入者の負担する保証料率は，資金ごとに
異なるが，0.5％以内から 2.0％以内程度となっている。

（２）　施設等の整備に係る必要額の一部を行政からの補助金により調達し，補助金
で不足する金額（いわゆる「補助残」）を借入によって調達する場合，補助金で
整備された施設等に金融機関が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。

（３）　農業信用保証保険制度とは，農業信用基金協会が，融資機関から資金の貸付
を受ける農業者等の債務を保証し，この保証について，独立行政法人農林漁業
信用基金が行う保証保険により補完する仕組みである。

（４）　農業信用基金協会が保証する債務の範囲は，保証に係る借入金の元本，利息
およびその債務の不履行による遅延損害金を加えた金額である。

（５）　農業経営継承保証保険支援事業を利用する場合であっても，農業信用基金協
会に支払う保証料はいっさい免除されない。
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［問 38］　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）　畜産業に対するＡＢＬは，担保となる営業用資産が生物（家畜）であり，即時
換金しうる市場も整備されていることから，肥育途中の担保家畜であっても時
価評価が容易といった特性がある。

（２）　ＡＢＬが対象とする営業用資産としては，肉用牛，水産物，菓子など多様な
資産での適用事例がある。

（３）　日本政策金融公庫が行ういわゆる畜産版ＡＢＬ（以下，「畜産版ＡＢＬ」とい
う）のスキームでは，肉用牛経営の入り口（素畜購入）から出口まで（成牛出荷だ
けでなく販売代金による金融機関の貸付金回収まで）を，すべて管理できるよ
うな仕組みとなっている。

（４）　畜産版ＡＢＬのスキームでは，畜産業者と頻繁に接触する飼料会社等から，
担保家畜の定期的なモニタリングの協力を得ることとなっている。

（５）　畜産版ＡＢＬにおいては，デフォルト時の飼養管理代行により市場価値によ
る処分を可能にしている。

［問 39］　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，誤っているものを１つ選びなさい。

（１）　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。

（２）　ＣＤＳは，保険と似た性格を持つが，保険が大数の法則に基づく金融商品で
あるのに対してＣＤＳは相対取引である。

（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）において，日本政策金融公庫と民間
金融機関は融資１件ごとにＣＤＳ契約を締結する。

（４）　日本公庫ＣＤＳを利用した農業者向け融資は，制度資金に比べて金利など条
件設定の自由度が低い。

（５）　日本公庫ＣＤＳにおいて，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，貸付年限等について一定の制約がある。



（ 16 ）農林中金アカデミー

［問 40］　農業分野における金融手法に関する次の記述について，正しいものを１
つ選びなさい。

（１）　少人数私募債は，銀行引受私募債の資格要件と同等の財務体質が求められる。
（２）　少人数私募債を発行するには担保が必要である。
（３）　劣後ローンは，融資先が破産等をした場合，他の債権より弁済順位が優先す

る借入金のことである。
（４）　劣後ローンは，金融検査上，取引先において自己資本とみなすことができな

い。
（５）　天候デリバティブでは，実際に発生した被害額ではなく気象指標に基づいた

支払が行われる。

［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。

（１）　農業における経営改善提案に民間企業が参入することはない。
（２）　農業における経営改善提案は，信用部門だけで行うことが基本である。
（３）　農業に関する相談内容には，補助申請に関する事項は含まれない。
（４）　農業に関する相談内容には，経営者自身のマネジメントスキル向上に関する

事項は含まれない。
（５）　農業に関する相談内容の確認においては，後々の相談対応でトラブルを避け

るために，回答までの所要日数，情報開示への協力諾否，経費負担について同
意を得ておくべきである。

［問 42］　農業の経営改善提案に係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。

（１）　現地調査には，現場での作業や取引の記録，経営管理のための各種書類・帳
票類についての記入方法や記帳状況などの確認は含まれない。

（２）　予備調査においては，基本情報として営農類型，規模，労働力等をまとめる。
（３）　経営のキーパーソンからのヒアリングによる情報収集では，予備調査におけ

る不明点や疑問点を確認する。
（４）　経営管理能力に関するチェックポイントには，雇用計画に関する項目が含ま

れる。
（５）　経営者の資質に関するチェックポイントには，家族・従業員に経営方針が徹

底されているか，という項目が含まれる。
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［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）　経営改善計画は，具体的な経営目標，戦術，規模，期限などを明示するとと
もに，その道筋を明確化したものである。

（２）　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等金融機関において対処方針を管理・指導強化として
いる先が基本である。

（３）　JA等金融機関において，農業者から提出された経営改善計画の妥当性を検
証する部署は，融資部門であることが望ましい。

（４）　経営改善計画の進捗管理は，月次で行うのが基本である。
（５）　計数的に検討した経営改善策を行動計画に落とし込む際は，極力数値を用い

て記載することが望ましい。

［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）　農産物のビジネスマッチングとして商談会を活用する場合，規格外品として
扱われる農産物はその対象とはならない。

（２）　フード・コミュニケーション・プロジェクト（ＦＣＰ）の成果物である「ＦＣ
Ｐ展示会・商談会シート」は，出展者の「伝えたい情報」と，バイヤーの「知
りたい情報」を１枚にまとめたものである。

（３）　農産物における販売チャネルを「市場流通」と「市場外流通」に区分した場
合，道の駅内の直売所は「市場流通」にあたる。

（４）　ビジネスマッチングを実施する組織には，公益法人，民間企業等があるが，
行政が関与することはない。

（５）　商品の価格設定においては，中間流通を除いて価格を安く設定することを優
先的に検討するべきである。
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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（2021年３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 61,654 買 掛 金 0

売 掛 金 76 預 り 金 2,829

棚 卸 資 産 0 未 払 法 人 税 等 1,807

そ の 他 流 動 資 産 9,900 未 払 消 費 税 等 1,816

流 動 資 産 合 計 71,630 流 動 負 債 合 計 6,452

建 物 ・ 構 築 物 13,878 長 期 借 入 金 31,653

機 械 装 置 7,169 農業経営基盤強化準備金 36,424

工 具 器 具 備 品 67 固 定 負 債 合 計 68,077

出 資 金 20 資 本 金 2,667

固 定 資 産 合 計 21,134 別 途 積 立 金 13,333

　 繰 越 利 益 剰 余 金 2,235

純 資 産 合 計 18,235

資 産 の 部 合 計 92,764 負 債・ 純 資 産 の 部 合 計 92,764
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損益計算書
（自 2020年4月1日　至 2021年3月31日）

製造原価報告書
（自 2020年4月1日　至 2021年3月31日）

（単位：千円） （単位：千円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

売上高 141,898 材料費 E

　製品売上高 109,478 　種苗費 1,609

　作業受託収入 16,094 　肥料費 9,341

A 16,326 　農薬費 7,798

製造原価 　期首材料棚卸高 340

（売上総利益） 　期末材料棚卸高 243

販売費及び一般管理費 4,368 労務費 32,203

（営業利益） 製造経費 68,006

営業外収益 1,542 　動力光熱費 7,242

B 1,413 　修繕費 8,622

　受取利息・雑収入 129 　支払小作料 240

営業外費用 21 　賃借料 47,643

　支払利息 21 　減価償却費 3,951

経常利益 　その他製造費用 308

特別利益 6,368 当期総製造費用 F

C 1,333 期首仕掛品棚卸高 326

　農業経営基盤強化準備金 **** 額 5,035 期末仕掛品棚卸高 290

特別損失 19,572 当期製品製造原価 G

D 12,965

　固定資産圧縮損 6,607

税引前当期純利益

甲社概要 名 称 有限会社 甲

設 立 2002年６月（法人化）

資 本 金 2,667万円

地域特性 平地農業地域（S県）

営農類型 稲作，作業受託

事業規模 作付面積 111ha，作業受託 12ha

常時従事者 ７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。
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［問 45］　甲社の損益計算書の科目欄，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ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。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（１） 作付助成収入 価格補填収入 経営安定補填収入 農業経営基盤強化
準備金戻入額

（２） 作付助成収入 価格補填収入 経営安定補填収入 農業経営基盤強化
準備金繰入額

（３） 価格補填収入 作付助成収入 経営安定補填収入 農業経営基盤強化
準備金繰入額

（４） 経営安定補填収入 作付助成収入 価格補填収入 農業経営基盤強化
準備金戻入額

（５） 価格補填収入 作付助成収入 経営安定補填収入 農業経営基盤強化
準備金戻入額

［問 46］　甲社の製造原価報告書のＥ，Ｆ，Ｇ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）　Ｅ　18,845　　Ｆ　119,054　　Ｇ　119,090
（２）　Ｅ　19,331　　Ｆ　119,540　　Ｇ　120,156
（３）　Ｅ　18,651　　Ｆ　118,860　　Ｇ　118,824
（４）　Ｅ　18,651　　Ｆ　118,860　　Ｇ　118,896
（５）　Ｅ　18,845　   Ｆ　  68,006　　Ｇ　 68,042

［問 47］　甲社の資料に基づき，①総資本回転率，②流動比率，③借入金月商比率，
④自己資本比率を算出した。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　総資本回転率 H

②　流動比率 I

③　借入金月商比率 J

④　自己資本比率 K

（１）　H　0.7 回　　 I　 77.2％　　J　3.2 カ月　　K 19.7％
（２）　H　1.5 回　　 I　 77.2％　　J　0.4 カ月　　K 2.9％
（３）　H　1.5 回　　 I　 1110.2％　　J　2.7 カ月　　K 19.7％
（４）　H　0.7 回　　 I　 129.5％　　J　3.2 カ月　　K 2.9％
（５）　H　1.5 回　　 I　 9.0％　　J　0.4 カ月　　K 5.3％
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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。

付加価値分析（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）
（単位：千円）

区　　分 科　　目 金　　額

売上 売上 70,949

変動費 仕入高 296

種苗費 804

肥料費 4,671

農薬費 3,899

諸材料費 1,664

作業委託費 3,260

動力光熱費 3,621

合計 18,215

固定費
（作物別区分可能）

農具費 1,645

修繕費 4,311

共済掛金 615

賃借料 828

支払地代 6,892

作業用衣料費 154

減価償却費 1,975

合計 16,420

労務費控除前利益 36,314

労務費
（作物別区分可能）

雇入費 10,146

法定福利費 2,695

役員報酬 9,600

福利厚生費 701

合計 23,142

労務費控除後利益 13,172

固定費
（作物別区分不能）

販売費管理費（人件費を除く） 3,777

営業外損益 営業外収益 1,643

営業外費用 468

経常利益 10,570

（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，百円単
位を四捨五入し，千円単位で表しなさい。

（１）　52,734 千円
（２）　36,314 千円
（３）　54,529 千円
（４）　29,592 千円
（５）　50,752 千円

［問 49］　乙社の資料に基づいて，損益分岐点売上高を求め，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）　56,358 千円
（２）　58,330 千円
（３）　60,614 千円
（４）　27,183 千円
（５）　53,246 千円

［問 50］　乙社の資料に基づいて，安全余裕率を求め，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数値については，百円単位を四捨五
入し千円単位で計算を行い，単位の設定において計算上生ずる端数について
は，小数第２位を四捨五入し，小数第１位まで求めなさい。

（１）　20.6％
（２）　14.6％
（３）　17.8％
（４）　61.7％
（５）　25.0％
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