
農業融資実務農業融資実務

信用事業業務検定試験　解説編

解説編の利用にあたって

1 ．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。

2 ．解説に，2021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。

3 ．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。

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　03−3217−3065

お知らせ

弊社は 2022 年４月に移転を予定しています。
移転後の所在地，電話番号等は，後日，弊社ホームページ

（https://nc-academy.co.jp）でお知らせいたします。

第50回

Ver.1.0



目　　　　　　次
問 1
問 2
問 3
問 4
問 5
問 6
問 7
問 8
問 9
問 10
問 11
問 12
問 13
問 14
問 15
問 16
問 17
問 18
問 19
問 20
問 21
問 22
問 23
問 24
問 25
問 26
問 27
問 28
問 29
問 30
問 31
問 32
問 33
問 34
問 35
問 36
問 37
問 38
問 39
問 40
問 41
問 42
問 43
問 44
問 45
問 46
問 47
問 48
問 49
問 50

農業金融サービス強化の方向性………………………………………………………………… 　1
担い手……………………………………………………………………………………………… 　3
認定農業者・認定新規就農者…………………………………………………………………… 　5
集落営農…………………………………………………………………………………………… 　7
農業法人…………………………………………………………………………………………… 　9
流通構造の変化…………………………………………………………………………………… 　10
農業所得と農業経営の展望……………………………………………………………………… 　11
スマート農業……………………………………………………………………………………… 　12
農商工連携と 6 次産業化………………………………………………………………………… 　13
GAP ……………………………………………………………………………………………… 　14
農地制度における農地の定義，農業振興地域制度…………………………………………… 　15
農地に関する税制………………………………………………………………………………… 　16
農地所有適格法人………………………………………………………………………………… 　18
農地等の売買，貸借……………………………………………………………………………… 　19
稲作の業界動向，業務知識，目利きのポイント……………………………………………… 　21
果樹の業界動向，業務知識，目利きのポイント……………………………………………… 　23
採卵鶏の業界動向，業務知識，目利きのポイント…………………………………………… 　24
経営戦略，農産物販売の特徴，5 つの力分析と SWOT 分析 ……………………………… 　26
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…………………… 　27
農畜産物原価計算と育成仮勘定………………………………………………………………… 　28
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……………… 　30
農業補助金の種類と勘定処理…………………………………………………………………… 　32
農業を営む個人に対する課税の仕組みと農業所得の計算…………………………………… 　34
法人所得課税のポイント………………………………………………………………………… 　35
消費税課税のポイント…………………………………………………………………………… 　37
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……………………… 　39
農業の雇用関連法制および社会保険・労働保険関連法制…………………………………… 　40
農業者年金と就業規則…………………………………………………………………………… 　42
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……………… 　43
青色申告決算書の分析と農業法人の財務分析………………………………………………… 　45
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………………………… 　46
融資審査にかかる情報収集……………………………………………………………………… 　48
農業者の資金ニーズ……………………………………………………………………………… 　50
農業者向け制度資金・全国要項資金…………………………………………………………… 　51
運転資金の審査のポイント……………………………………………………………………… 　53
設備資金の審査のポイント……………………………………………………………………… 　54
担保・保証………………………………………………………………………………………… 　56
ABL（Asset Based Lending） ………………………………………………………………… 　58
CDS（Credit Default Swap）を利用した農業者向け融資 ………………………………… 　60
農業分野における金融手法……………………………………………………………………… 　62
農業における経営改善提案の全体像…………………………………………………………… 　64
農業の経営改善提案に係る現状把握の手法…………………………………………………… 　66
経営改善計画……………………………………………………………………………………… 　67
農業におけるビジネスマッチングおよび商談会……………………………………………… 　68
勘定科目の区分…………………………………………………………………………………… 　72
製造原価報告書…………………………………………………………………………………… 　74
比率分析…………………………………………………………………………………………… 　76
限界利益…………………………………………………………………………………………… 　78
損益分岐点売上高………………………………………………………………………………… 　79
安全余裕率………………………………………………………………………………………… 　80



農業金融サービス強化の方向性

正解（5）	 正解率　94.2％	

解　説

（1）農業就業者の高齢化に伴う農家数の減少が進む一方で，1 経営体当りの経営規模の拡大

は着実に進展している。また，今後の農業の担い手となる認定農業者数，法人数も増加を

続けており，重点的な金融サポートを必要とする農業者は増加していると考えられる。し

たがって，（1）は正しい。テキスト 1，P8，1．現状と課題　参照

（2）JA バンクは，多様な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，担い手サポートセンター，行政，専門家（税理

士など）等の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。したがって，（2）は正しい。テキスト 1，P9，2．共通で目指すべき方

向感　参照

（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。したがって，（3）は正しい。テキスト 1，P9，3．日本農業のメインバ

ンクとしての役割発揮に向けて　参照

（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，ファンドを活用した

6 次産業化の取組みや農業者への成長支援への取組み，事業性評価を通じた経営課題の把

握と解決に向けたソリューション提供にも積極的に取り組むこととしている。したがって，

（ 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。
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（4）は正しい。テキスト 1，P9，3．日本農業のメインバンクとしての役割発揮に向けて　

参照

（5）JA が中心となって，農地集約化・法人化，さらに事業承継等に係るサポート等に取り

組んでおり，農業メインバンク機能の強化を図っている。したがって，（5）は誤りであり，

これが本問の正解である。テキスト 1，P9，3．日本農業のメインバンクとしての役割発

揮に向けて　参照

テキスト 1　P8 ～ 9
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担 い 手

正解（2）	 正解率　79.6％	

解　説

（1）食料・農業・農村基本計画（2020 年 3 月。以下，「基本計画」という）では，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

されている。したがって，（1）は正しい。テキスト 1，P20，1．食料・農業・農村基本計

画における担い手とは　参照

（2）農林水産省資料「農業構造の展望」では，望ましい農業構造の姿として，農地中間管理

機構の発足（2014 年）以降，担い手への農地の集積率が約 6 割まで上昇しているなか，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。

したがって，（2）は誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 1，P21，2．担い手

への重点的な支援と農地集積　図表 1-1-8-1　参照

（3）基本計画では，次の世代への継承のため，力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担

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。したがっ

て，（3）は正しい。テキスト 1，P20，2．担い手への重点的な支援と農地集積　参照

（4）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各種の支援

（法人化の加速化，経営基盤の強化，青色申告の推進）を重点的に実施するとしている。し

たがって，（4）は正しい。テキスト 1，P21，2．担い手への重点的な支援と農地集積　参照

（ 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。
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（5）基本計画では，次世代の担い手への円滑な経営継承，農業教育の充実，青年層の新規就

農の促進，女性活躍に向けた環境整備，企業の農業参入等が掲げられている。したがって，

（5）は正しい。テキスト 1，P21，2．担い手への重点的な支援と農地集積　参照

テキスト 1　P20 ～ 21
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認定農業者・認定新規就農者

正解（1）	 正解率　87.3％	

解　説

（1）認定農業者制度は，農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標

に向けて，自らの創意工夫に基づき，経営の改善を進めようとする計画を市町村等（複数

市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は，営農区域に応じ

て都道府県または国）が認定し，これらの認定を受けた農業者（認定農業者）に対して重

点的に支援措置を講じる制度である。したがって，（1）は正しく，これが本問の正解である。

テキスト 1，P22，1．認定農業者　（1）認定農業者制度の概要　参照

（2）認定農業者は，食料・農業・農村基本計画において担い手と位置づけられており，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，（2）は誤りである。テキスト 1，P22，1．認定農業者　（1）認定農業者制度の概

要　参照

（3）2019 年 3 月末における認定農業者（法人，共同申請を除く）の年齢構成は 40 ～ 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（65 歳以上が 61.1％）の年齢構成

と比較して若い世代が主体となっている。したがって，（3）は誤りである。テキスト 1，

P23，1．認定農業者　（1）認定農業者制度の概要　図表 1-1-9-2　参照

（4）認定農業者の認定を受けようとする農業者は，市町村等に 5 年後の目標とその達成のた

めの取組内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要がある。「農業経営改善

計画書」には，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
（ 2）農林中金アカデミー

［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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載が求められている。　したがって，（4）は誤りである。テキスト 1，P23，1．認定農業

者　（2）認定手続き　参照

（5）青年等就農計画制度は，市町村が青年等就農計画を認定し，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という制

度である。新規就農者を大幅に増やし，地域農業の担い手として育成するためには，就農

段階から農業経営の改善・発展段階まで一貫した支援が重要であるとして，2014 年度から

農業経営基盤強化促進法に位置づけられている。したがって，（5）は誤りである。テキス

ト 1，P24，2．認定新規就農者　（1）青年等就農計画制度の概要　参照

テキスト 1　P22 ～ 24
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集 落 営 農

正解（4）	 正解率　89.2％	

解　説

（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」と定義しており，認定農業者，認定新

規就農者と同様，地域農業の重要な担い手と位置づけられている。したがって，（1）は正

しい。テキスト 1，P27，1．集落営農とは　参照

（2）集落営農における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。したがって，（2）は正しい。テキスト 1，

P27，1．集落営農とは　図表 1-1-10-2　参照

（3）地縁的なまとまりだけではなく，集落営農化を進める過程で，集落内での話し合いや共

同作業などが増えるため，集落全体の団結や活性化が可能となり，農地の面的集積も進み，

耕作放棄地を出さないで農地を保全，管理できることが期待できる。したがって，（3）は

正しい。テキスト 1，P28，2．「集落営農」のメリット・デメリット　（1）集落営農のメリッ

ト　①集落全体の活性化が可能となる　参照

（4）集落営農では，個人で取得すれば設備投資が過大となる農機具に関して，共同利用およ

び個々の適性や経営体力に応じた役割分担が可能になるため，メンバーの経営効率化が進

む。また，機械作業が均一化され，栽培技術が統一されることで，単収の増加やコスト削

減，品質の向上が期待できる。したがって，（4）は誤りであり，これが本問の正解である。

テキスト 1，P29，2．「集落営農」のメリット・デメリット　（1）集落営農のメリット　 

②メンバーの経営効率化も進む　参照

（5）近年，集落営農組織についての現状を打破すべく，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

（ 2）農林中金アカデミー

［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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みられる。したがって，（5）は正しい。テキスト 1，P30，3．集落営農の課題と近年の動き　 

（2）集落営農組織の近年の動き　参照

テキスト 1　P27 ～ 30
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農 業 法 人

正解（2）	 正解率　87.4％	

解　説

（1）農業法人とは，農業を営む法人の総称であって，根拠法により，農業協同組合法に基づく
農事組合法人と会社法に基づく法人（株式会社，合名会社，合資会社，合同会社）に区分
される。したがって，（1）は誤りである。テキスト 1，P31，1．農業法人とは（定義）　参照

（2）農業法人は，農地法上の区分として，農用地の取得が可能となる「農地所有適格法人」
とそれ以外の「一般農業法人」に分かれる。したがって，（2）は正しく，これが本問の正
解である。テキスト 1，P31，1．農業法人とは（定義）　参照

（3）農林水産省の統計によると，法人化している農業経営体の数は，2020 年に 30,000 経
営体を超えてきており，増加傾向にある。したがって，（3）は誤りである。テキスト 1，
P31，1．農業法人とは（定義）　図表 1-1-11-1　参照

（4）農業法人白書によると，売上規模別の農業法人の借入先金融機関について，売上規模が
5 千万円以上の農業法人は，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
高くなっている。したがって，（4）は誤りである。テキスト 1，P33，2．「農業法人」の姿　 

（2）特徴②　売上規模が拡大するにつれ民間金融機関からの借入割合が高くなる　図表
1-1-11-5　参照

（5）農業法人白書によると，将来の経営規模・事業規模ともに約 70％が「拡大したい」と考
えている。また，自社のライフステージについて，56.9％が成長の段階にあると考えてお
り，成熟の段階が 20.1％，成長鈍化の段階が 14.0％，創業・起業の段階が 10.0％となって
いる。したがって，（5）は誤りである。テキスト 1，P34，2．「農業法人」の姿　（3）特
徴③　成長の段階にあり，「拡大したい」と考えている　参照

テキスト 1　P31 ～ 34

（ 2）農林中金アカデミー

［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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流 通 構 造 の 変 化

正解（5）	 正解率　94.2％	

解　説

（1）野菜流通に占める加工品の流通量は年々高まっている。したがって，（1）は誤りである。

テキスト 1，P65，1．輸入加工野菜が国内生鮮野菜のシェアを押し下げた　参照

（2）野菜の輸入量は，1985 年の 108 万 t（生鮮品数量と加工品生鮮換算数量の合計）から，

2017 年の 313 万 t へ，32 年間で約 2.9 倍に増加している。この輸入品の多くが加工品である。

したがって，（2）は誤りである。テキスト 1，P65，1．輸入加工野菜が国内生鮮野菜のシェ

アを押し下げた　参照

（3）市場経由率（全国の総流通量のうち卸売市場を経由する割合）は，1980 年代中頃の

89％をピークに，2017 年には 64.3％になっている。したがって，（3）は誤りである。テキ

スト 1，P65，2．卸売市場のあり方が変わってきた　参照

（4）卸売市場の機能は大きく変わっており，それを端的に示しているのが「競り」の減少で

ある。売手である卸売業者と買手である仲卸業者または売買参加者との合意によって価格

を決めること（これを「相対」という）の方が増えている。したがって，（4）は誤りである。

テキスト 1，P66，2．卸売市場のあり方が変わってきた　参照

（5）市場外流通は，1990 年代以降多様化が進んでおり，大きく 6 つに類型化できる（原基型，

物流業者介在型，小売業者主導型，中間業者主導型，大口需要型，準市場型）。かつての

ような卸売市場での委託・競り取引を中心とする画一的な流通から，細かなニーズに対応

した多様な流通へと変化している。したがって，（5）は正しく，これが本問の正解である。

テキスト 1，P67，3．流通が多様化している　参照

テキスト 1　P65 ～ 67
（ 3） 農林中金アカデミー

［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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農業所得と農業経営の展望

正解（3）	 正解率　96.4％	

解　説

（1）農業所得の推移は営農類型ごとにさまざまであるが，共通しているのは，規模が大きく
なれば，所得は増加していることである。したがって，（1）は誤りである。テキスト 1，
P92，1．1 経営体当り農業所得の推移　図表 1-2-11-1　参照

（2）農業所得は，「農業粗収益（農業経営によって得られた総収益額）−農業経営費（農業
経営に要した一切の経費）」である。したがって，（2）は誤りである。テキスト 1，P92，1．
1 経営体当り農業所得の推移　参照

（3）食料・農業・農村基本計画（2020 年 3 月 31 日閣議決定。以下，「基本計画」という）で
は，効率的かつ安定的な農業経営を育成し，こうした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
することがこれまで以上に重要であるとしている。したがって，（3）は正しく，これが本
問の正解である。テキスト 1，P93，2．効率的かつ安定的な農業経営の育成　参照

（4）基本計画では，他産業並みの所得を目指し，新技術等を導入した省力的かつ生産性の高
い農業経営モデルを，主な営農類型・地域について合計で 37 提示している。したがって，（4）
は誤りである。テキスト 1，P93，3．37 の農業経営モデルの提示　参照

（5）基本計画では，農業経営モデルの提示に併せて，新たなライフスタイルを実現する取組
みや規模が小さくても安定的な経営を行いながら，農地の維持，地域の活性化等に寄与す
る取組みを事例として提示している。したがって，（5）は誤りである。テキスト 1，P93，3．
37 の農業経営モデルの提示　参照

テキスト 1　P92 ～ 93

（ 3） 農林中金アカデミー

［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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ス マ ー ト 農 業

正解（1）	 正解率　97.5％	

解　説

（1）農業の現場では，依然として人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く，
省力化，人手の確保，負担の軽減が重要な課題となっている。スマート農業は，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。したがって，（1）は正しく，これが本
問の正解である。テキスト 1，P102，1．スマート農業とは　参照

（2）スマート農業実証プロジェクトでは技術実証を行うとともに，技術の導入による経営
への効果を検証することとしている。したがって（2）は誤りである。テキスト 1，P103， 
3．スマート農業実証プロジェクトが全国 148 地区で開始　参照

（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 2018 年 10 月よ
り販売されている。また田植機やコンバインについても自動走行システムの開発が進めら
れている。したがって，（3）は誤りである。テキスト 1，P103，2．農業現場に広まるスマー
ト農業技術　参照

（4）熟練者の栽培技術や判断等の「匠の技」についてデータを用いて見える化した技術継承
のシステムや，AI を活用した画像解析等による農作物の成熟度の判定や病虫害発生箇所
の検出技術の実用化も進んでいる。したがって，（4）は誤りである。テキスト 1，P103， 
2．農業現場に広まるスマート農業技術　参照

（5）スマート農業技術の現場実装を加速化するためには，実際に新技術を生産現場に導入し，
実証することにより，技術の効果や課題等の情報を蓄積することが必要である。したがっ
て，（5）は誤りである。テキスト 1，P103，3．スマート農業実証プロジェクトが全国 
148 地区で開始　参照

テキスト 1　P102 ～ 103

（ 3） 農林中金アカデミー

［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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農商工連携と 6 次産業化

正解（4）	 正解率　91.3％	

解　説

（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。したがって，（1）は正しい。テキスト 1，P110，トピックス④「農
商工連携」と「6 次産業化」　Q ＆ A　参照

（2）「農商工連携」実現に向けた代表的な支援策として「農商工等連携促進法」があり，農
林漁業者，中小企業者が共同して作成・申請する事業計画であって，国が認定したものを
支援対象としている。したがって，（2）は正しい。テキスト 1，P112，3．「農商工連携」
実現に向けた国の支援策　参照

（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。したがって，（3）は正しい。テキスト 1，P114，5．

「6 次産業化」に関する国の支援策　参照
（4）6 次産業化とは，農林漁業者（1 次産業）が自ら加工（2 次），流通・販売（3 次）に乗

り出すことで，2 次，3 次産業で付加されていた農林水産物の付加価値を自ら得て，所得
向上や農山漁村の地域資源を生かした産業振興につなげていこうとする取組みである。し
たがって，（4）は誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 1，P113，4．「6 次産
業化」とは　参照

（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。したがって，（5）は正しい。テキスト 1，
P111，　2．「農商工連携」取組みの背景とその類型　参照

テキスト 1　P110 ～ 114

（ 4）農林中金アカデミー

［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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G A P

正解（5）	 正解率　43.6％	

解　説

（1）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，（1）
は正しい。テキスト 1，P121，1．GAP とは（定義）　参照

（2）GAP 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，（2）は正しい。テキスト 1，P122， 
3．日本における GAP の取組み　参照

（3）規格の策定や認証の取得が国際競争上優位になるなど「見える化」ニーズが高まってお
り，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。したがって，（3）は正しい。テキスト 1，P123，4．GAP 等の規格・認証の
重要性の高まり　参照

（4）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
基準において，持続可能性に配慮した農産物の調達基準として 3 つの要件が定められてお
り，それらの要件を満たすことを示す方法として GAP があげられている。したがって，（4）
は正しい。テキスト 1，P123，5．東京オリンピック・パラリンピック競技大会における
食材調達基準に GAP が登場　図表 1-2-18-3　参照

（5）GAP の認証取得までの流れとしては，①専門家による座学研修の受講ならびに情報の
整備・文書化等，②審査会社による審査（現地で取組みを確認），③認証取得となり，平
均半年～ 1 年程度かかる。したがって，（5）は誤りであり，これが本問の正解である。テ
キスト 1，P126，7．GAP 認証取得までの流れ　参照

テキスト 1　P121 ～ 126

（ 4）農林中金アカデミー

［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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農地制度における農地の定義，農業振興地域制度

正解（4）	 正解率　29.3％	

解　説

（1）農地法によると，農地とは「耕作の目的に供される土地」であり，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。牧草を栽培する土地
は農地である。なお，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，（1）は誤りである。テキスト 1，P161，1．農地とは　参照

（2）ある土地が農地であるかの判断は，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，（2）は誤りである。　テキスト 1，
P162，2．農地であるかどうかの判断　参照

（3）農業振興地域の整備に関する法律では，農用地区域は，おおむね 10 年以上の相当長期
にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として位置づけられ，農用地利用計画で農
業上の用途が指定される。したがって，（3）は誤りである。テキスト 1，P166，3．農用
地区域　参照

（4）農用地区域における開発行為で知事の許可の対象となるものには，宅地の造成，土石の
採取その他の土地の形質の変更または建築物その他の工作物の新築，改築もしくは増築が
ある。したがって，（4）は正しく，これが本問の正解である。テキスト 1，P166，4．農
用地区域内における開発行為　参照

（5）生産緑地法の改正により，農業の安定的な継続に資する直売所や農家レストラン等を生
産緑地地区内に設置できるようになった。したがって，（5）は誤りである。テキスト 1，
P169，7．都市農業の振興　参照

テキスト 1　P161 ～ 169

（ 4）農林中金アカデミー

［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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農 地 に 関 す る 税 制

正解（3）	 正解率　21.1％	

解　説

（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，固定資産税が

評価・課税される。したがって，（1）は正しい。テキスト 1，P177，1．農地を保有して

いるとき　参照

（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または農業委員会のあっせん等に

より農用地区域内農地を譲渡した場合には，その譲渡所得に対して租税特別措置法に基づ

く 800 万円の特別控除を受けられる。したがって，（2）は正しい。テキスト 1，P178，2．

農地を売ったとき　参照

（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。不動産取得税の税額は，

固定資産課税台帳登録価格に 4％（本則）を乗じて計算される。したがって，（3）は誤り

であり，これが本問の正解である。テキスト 1，P178，3．農地を買ったとき　参照

（4）相続または遺贈により農地等を取得し，当該農地が引き続き農業の用に供される場合に

は，本来の相続税額のうち，農業投資価格を超える部分に対応する相続税が，一定の要件

のもとに納税が猶予され，相続人が死亡した場合等に猶予税額が免除される。したがって，

（4）は正しい。テキスト 1，P179，4．農地を相続した場合の課税の特例（相続税納税猶

予制度）　参照

（5）農業を営む者が，その農業の用に供している農地の全部および採草放牧地の 3 分の 2 以
（ 5） 農林中金アカデミー

［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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上を，後継者等推定相続人の 1 人に一括して贈与した場合は，後継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，

相続税課税対象として相続税に移行する。したがって，（5）は正しい。テキスト 1，P179，5．

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）　参照

テキスト 1　P177 ～ 179
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農 地 所 有 適 格 法 人

正解（2）	 正解率　51.8％	

解　説

（1）農地所有適格法人とは，農地法で規定された呼び名で，農地等の権利（所有権，賃借権
等）を取得して農業経営を行うことのできる法人のことであり，行政庁の特別の認可，認定，
登録等の手続は不要である。したがって，（1）は正しい。テキスト 1，P181，1．「農地所
有適格法人」とは　参照

（2）農地所有適格法人は年々増加している。したがって，（2）は誤りであり，これが本問の
正解である。テキスト 1，P182，1．「農地所有適格法人」とは　図表 1-3-8-2　参照

（3）農地所有適格法人は，毎年，必要な事項を農業委員会に報告しており，要件を欠くおそ
れのある際には，農業委員会は必要な措置を講ずべきことを勧告し，当該法人から申出が
あれば，農地等の譲渡についてのあっせんに努めることになる。したがって，（3）は正しい。
テキスト 1，P182，2．「農地所有適格法人」の要件　参照

（4）農地所有適格法人でなくなった場合には，農業委員会はその法人が所有する農地等や，
その法人に貸し付けられている買収すべき農地等を公示する。当該法人が，3 カ月以内に
再びすべての要件を満たせば，公示は取り消され買収は免除となるが，満たせなかった場
合は，その後 3 カ月以内に当該法人は農地等を譲渡し，当該法人に貸し付けている農地等
の所有者はその返還を受けなければならない。したがって，（4）は正しい。テキスト 1，
P182，2．「農地所有適格法人」の要件　参照

（5）農地所有適格法人は，構成員要件として，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。したがって，（5）は正しい。テキスト 1，P183，2．「農地所有適格法人」
の要件　（3）構成員要件　参照

テキスト 1　P181 ～ 183

（ 5） 農林中金アカデミー

［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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農 地 等 の 売 買 ， 貸 借

正解（4）	 正解率　66.0％	

解　説

（1）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，（1）は誤

りである。テキスト 1，P188，1．農地等の売買と貸借　参照

（2）農地法 3 条の許可を受けなければ，たとえ売買が成立し代金を支払ったとしても，所有

権の移転の効果は生じない。また，所有権移転登記もできない。したがって，（2）は誤り

である。テキスト 1，P188，1．農地等の売買と貸借　参照

（3）農地等の売買または貸借をする両当事者は，農業委員会に，氏名，住所，事由，契約内容，

労働力の状況等を記載した許可申請書を連署して提出する。したがって，（3）は誤りである。

テキスト 1，P188，2．農地法 3 条の許可申請と許可基準　参照

（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，つまり，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，原則として農地法 3 条の

許可申請は許可されない。したがって，（4）は正しく，これが本問の正解である。テキス

ト 1，P188，2．農地法 3 条の許可申請と許可基準　参照

（5）相続による遺産分割の場合など，農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（ 6）農林中金アカデミー

［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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れている。したがって，（5）は誤りである。テキスト 1，P190，2．農地法 3 条の許可申

請と許可基準　参照

テキスト 1　P188 ～ 190

−20−

農業融資実務



稲作の業界動向，業務知識，目利きのポイント

正解（3）	 正解率　44.4％	

解　説

（1）農林水産省の統計によると，日本における米の生産は，ここ数年 800 万 t 台である。し

たがって，（1）は正しい。テキスト 1，P213，2．生産～近年は 800 万 t 台　参照

（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。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，（2）は正しい。テキスト 1，P213，3．

需給～対中輸出解禁したが，数量はまだわずか　参照

（3）2004 年 4 月に施行された改正食糧法によって，計画流通制度が廃止され，「計画流通米

（政府米・自主流通米）」と「計画外流通米」という区分がなくなった。現在，制度上は政

府により備蓄米として売買される「政府米」とその他の「民間流通米」の区分のみとなっ

ている。民間流通米については，従来自主流通米にあった販売先の特定などの流通ルート

に関する制約がなくなり，米の流通において多様な結びつきが展開されるように変わって

きている。したがって，（3）は誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 1，P216，2．

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

（4）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，（4）は正しい。テキスト 1，P221，3．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

（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）」があり，地

域，圃場の立地条件，品種，作型，栽培技術などのほか，その年の気象や病害虫の発生状況，

（ 6）農林中金アカデミー

［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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市場の状況等多くの要因が関与しており，これらの総合された結果とみることができ，技

術水準の目安となる。したがって，（5）は正しい。テキスト 1，P222，5．経営指標　参照

テキスト 1　P213 ～ 223
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果樹の業界動向，業務知識，目利きのポイント

正解（1）	 正解率　81.8％	

解　説

（1）果樹は，永年性作物で，植栽してから収穫可能になるまでに数年を要する。また，果樹
が適応する温度帯，降水量および土壌条件により栽培適地が決まるうえ，生産技術の習得
にも時間を必要とすることから，品種更新等経営転換が容易には行えないという特性が
ある。したがって，（1）は誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 1，P235，1．
市場規模～総産出額は約 8,400 億円　参照

（2）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がある。したがって，（2）は正しい。テキスト 1，P237，4．価
格～卸売価格は変動　参照

（3）消費者の嗜好の変化等，果樹経営を取り巻く経営環境はめまぐるしく変化しており，高
接ぎ更新等の技術を駆使し，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。したがって，（3）は正しい。テキスト 1，P239，1．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

（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）は，政策目標として，
果樹産地における労働生産性の向上（労働時間当り生産量の 10％向上［2030 年度まで］）
を掲げている。したがって，（4）は正しい。テキスト 1，P241，3．政策～生産抑制的な
施策からの転換　参照

（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。したがって，（5）は正しい。テキスト 1，
P245，4．キャッシュフロー構造　参照

テキスト 1　P235 ～ 245

（ 6）農林中金アカデミー

［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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採卵鶏の業界動向，業務知識，目利きのポイント

正解（2）	 正解率　47.9％	

解　説

（1）採卵鶏の飼養戸数は年々減少を続けているが，1 戸当り成鶏雌飼養羽数は企業的経営を

中心に規模拡大が進んでいることから，年々増加傾向にある。戸数では 1 割程度の 10 万

羽以上の経営体の飼養羽数が全国の飼養羽数の 76％程度を占めており（農林水産省「畜

産統計（2019 年）」），わが国の鶏卵生産は，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。したがって，（1）は正しい。テキスト 1，P299，2．生産～主な生産地は関東，

規模拡大が進む　参照

（2）わが国の鶏卵需要は，基本的に殻つき卵が主流で，輸入される鶏卵は加工原料用の粉卵，

液卵が主である。そのため，消費量に占める輸入量の割合は 5％程度で，自給率（重量ベー

ス）は 95％前後で長らく維持されている。したがって，（2）は誤りであり，これが本問の

正解である。テキスト 1，P299，3．需給～消費量は 260 万～ 270 万 t 程度，自給率 95％　

参照

（3）鶏卵は自給率が高く，需要量もほぼ安定していることから，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り，生産量 1％の増減が鶏卵価格に 5.5％の

インパクトを与えるといわれている。したがって，（3）は正しい。テキスト 1，P299，4．

価格～生産量の変動の影響を受けやすい　参照

（4）卵重（鶏卵の重量）や産卵率は，雌鶏の年齢によって変化する。このため養鶏場は，産

卵中の鶏の年齢構成が偏らないように，最低でも 1 年間に 4 回は一定の間隔を空けてひな（ 7） 農林中金アカデミー

［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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を導入することが必要である。したがって，（4）は正しい。テキスト 1，P301，1．生産

体系～鶏卵・食肉・鶏糞を販売　参照

（5）採卵鶏の場合，一般的に年に 4 回程度，鶏の入替えを必要とするが，一度に導入する羽

数が数千～数万羽単位になるため，鶏の入替時期には大きな資金ニーズが発生する。また，

養鶏（採卵鶏）は，病原菌侵入防止のための高気密化した施設が必要となること，臭いな

ど周辺に対する環境・公害対策が必要なことから，設備投資資金が必要になる。したがって，

（5）は正しい。テキスト 1，P306，4．キャッシュフロー構造　参照

テキスト 1　P299 ～ 306
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経営戦略，農産物販売の特徴，5つの力分析とSWOT分析

正解（3）	 正解率　57.8％	

解　説

（1）経営戦略は，「全体（全社）戦略」「事業戦略」「機能戦略」によって構成される。また，
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。したがって，（1）は正しい。テキスト 2，P7，経営戦略について知る　Q＆A　参照

（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。したがって，（2）は正しい。テキスト 2，
P11，1．農産物の販売チャネル　参照

（3）「5 つの力分析」（ファイブフォース分析）は，業界に影響する 5 つの圧力・競争要因から，
競争環境を分析して，業界の特徴（収益性など），業界の魅力がどのくらいあるかを把握し，
外部環境を分析するためのツールである。したがって，（3）は誤りであり，これが本問の
正解である。テキスト 2，P13，外部環境分析のツール「5 つの力分析」　Q ＆ A　参照

（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
穀類が代替品に当たる。したがって，（4）は正しい。　テキスト 2，P15，3．農業におけ
る「5 つの力分析」の例　参照

（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にくいといった欠点があ
る。したがって，（5）は正しい。テキスト 2，P18，2．SWOT 分析の使い方と特徴　参照

テキスト 2　P7 ～ 18

（ 7） 農林中金アカデミー

［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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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

正解（4）	 正解率　61.2％	

解　説

（1）農業簿記における勘定科目体系は，農業経営の財政状態や経営成績を把握しやすいように
設定されており，流通過程だけの商業簿記よりも，製造原価の項目のある工業簿記に近い体
系になっている。したがって，（1）は正しい。テキスト 2，P28，1．農業簿記と工業簿記　参照

（2）農産物の生産には季節性があるため，期末の収益をいつ，どのように計上するかという
問題がある。また，果樹や家畜など，会計上の 1 年基準を超えて費用の発生が続く場合，
未収穫や肥育途中の農畜産物をどのように会計処理するかという問題もあるなど，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。したがって，（2）
は正しい。テキスト 2，P28，2．農業簿記の特徴　参照

（3）農事組合法人の場合，収益の配分方法として，組合員に給料を支払う方法，または，出役し
た時間などによって当期剰余金を配分する方法（従事分量配当）のいずれかの方法を選択
することができる。したがって，（3）は正しい。テキスト 2，P29，2．農業簿記の特徴　参照

（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，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，（4）は誤
りであり，これが本問の正解である。テキスト 2，P33，1．収益の認識基準　参照

（5）所得税において，一般の事業用の固定資産の譲渡による所得は譲渡所得となるが，搾乳
牛などのように反復継続して譲渡することが事業の性質上，通常である場合には，事業所
得として取り扱われる。したがって，（5）は正しい。テキスト 2，P35，3．生物の売却　参照

テキスト 2　P28 ～ 35

（ 7） 農林中金アカデミー

［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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農畜産物原価計算と育成仮勘定

正解（2）	 正解率　33.3％	

解　説

（1）原価計算によって計算された期末の仕掛品や製品の原価は，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控除項目として計上されるとともに，貸借対

照表に資産として計上されて翌期に繰り越される。したがって，（1）は誤りである。テキ

スト 2，P36，1．費目別原価計算　参照

（2）原価部門とは，原価の発生を機能別・責任区分別に管理するとともに，製品原価の計算

を正確にするために，原価要素を分類集計する計算組織上の区分をいう。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。したがって，（2）は正しく，これが

本問の正解である。テキスト 2，P36，2．部門別原価計算（作目別原価計算）　（1）原価

部門の設定　参照

（3）畑に生える幼麦など未収穫の農産物は，棚卸資産に計上するのが原則であるが，個人農

業者であって，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

場合は，その費用を当該年分の必要経費にしてもよいこととされている。したがって，（3）

は誤りである。テキスト 2､ P38，4．未収穫農産物の取扱い　参照

　（4）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。したがって，（4）は誤りである。テキスト 2，P39，農業簿記の

特徴③「育成仮勘定」　Q ＆ A　参照

（5）酪農における搾乳牛の場合，子牛を育てて乳が出るまでの育成期間（約 2 年）の育成費

用を育成仮勘定として計上し，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
（ 8）農林中金アカデミー

［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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始める。したがって，（5）は誤りである。テキスト 2，P39，2．育成仮勘定～酪農におけ

る搾乳牛の場合　参照

テキスト 2　P36 ～ 39
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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

正解（5）	 正解率　40.3％	

解　説

（1）価格変動による価格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，（1）

は正しい。テキスト 2，P40，2．価格安定制度　参照

（2）農業共済の掛金は，農畜産物の原価に算入する。災害によって受け取った共済金は，受

取共済金（営業外収益または特別利益）になる。したがって，（2）は正しい。テキスト 2，

P41，3．農業共済制度　参照

（3）農畜産物の価格差交付金や価格安定制度の補填金など，当年度の農畜産物の価格を補填

する交付金・補填金を価格補填収入という。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，（3）は正しい。テキスト 2，P44，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

（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。したがって，（4）は正しい。テキスト 2，

P44，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

（5）価格補填収入の収益の計上時期については，一般に，支払の通知を受けた日または交付

を受けるべき日の属する年分の収益に計上する。しかし，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

（ 8）農林中金アカデミー

［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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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，（5）は誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 2，P45，3．畜産・酪農　参照

テキスト 2　P40 ～ 46
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農業補助金の種類と勘定処理

正解（3）	 正解率　59.8％	

解　説

（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による収入で，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

て計上し，売上総利益は増減しない。したがって，（1）は誤りである。テキスト 2，P47，

農業補助金の種類と勘定処理②「作付助成収入」　Q ＆ A　参照

（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，これにより課税の

繰り延べをすることができる。したがって，（2）は誤りである。テキスト 2，P48，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

（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。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，（3）は正しく，これが本問の正解である。テキスト 2，P48，1．圧縮記帳とは　参照

（4）環境保全の交付金は地域の任意団体に対して交付されるものが大部分である。特定の農

業者が地域の環境保全を行う取組みに対しては，その農業者が受給者になることもあるが，

この場合はその農業者の営業外収益となる。したがって，（4）は誤りである。テキスト 2，

P50，2．環境保全に対する補助金　参照

（5）農業者の高齢化や農村部の過疎化により耕作放棄地が大幅に増えており，これを防止

し，さらに地域力の向上を目指すための支援策として中山間地域等直接支払交付金などが

ある。農業の多面的機能を生かした取組みに対する支援に伴う補助金は，「一般助成収入」

（ 8）農林中金アカデミー

［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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として営業外収益に計上する。したがって，（5）は誤りである。テキスト 2，P50，2．環

境保全に対する補助金　参照

テキスト 2　P47 ～ 50

−33−

農業融資実務



農業を営む個人に対する課税の仕組みと農業所得の計算

正解（1）	 正解率　17.8％	

解　説

（1）農地の貸付けによる小作料収入は，不動産所得である。したがって，（1）は誤りであり，
これが本問の正解である。テキスト 2，P56，1．所得を 10 種類に分類，総合課税と分離
課税により課税　参照

（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，山林所得で
はなく，事業所得または雑所得になる。したがって，（2）は正しい。テキスト 2，P57，1．
所得を 10 種類に分類，総合課税と分離課税により課税　図表 2-3-1-1　参照

（3）個人の行う農業は，事業税に法定されていないため，すべて事業税の対象外である。た
だし，副業として，アパート賃貸業や，農産加工業（主として自家労力によって行われる
畳表製造，わら工品製造等を除く）を行っている場合は，その事業については事業税が課
税される。したがって，（3）は正しい。テキスト 2，P59，4．農業は事業税の対象外～地
方税（住民税・事業税）　参照

（4）個人の農業所得において，総収入金額は，販売金額のほか，家事（自家）消費や贈与し
た農産物の価額などの合計であり，収穫基準により農産物の期末棚卸高も含まれる。した
がって，（4）は正しい。テキスト 2，P61，個人所得課税のポイント②農業所得の計算（総
収入金額，必要経費）　Q ＆ A　参照

（5）事業主貸とは，個人事業主の場合に限って使用される資産勘定科目であり，事業用の資
金を個人の目的で使用する際に使用する科目である。したがって，（5）は正しい。テキス
ト 2，P62，1．総収入金額　（3）事業消費金額　脚注 2　参照

テキスト 2　P56 ～ 62

（ 9） 農林中金アカデミー

［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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法人所得課税のポイント

正解（4）	 正解率　23.3％	

解　説

（1）農業を営む法人（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。また地方税法上は，「法人」と「人格のない社団等」に区分され，

それぞれ課税の取扱いが異なる。したがって，（1）は正しい。テキスト 2，P71，法人所

得課税のポイント①課税の仕組み（法人税の種類，法人税法の体系，農業における特徴）　

Q ＆ A　参照

（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。

したがって，（2）は正しい。テキスト 2，P72，2．協同組合等の特例に留意　（1）事業分

量配当等の損金算入　参照

（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ている。したがって，（3）は正しい。テキスト 2，P73，3．農業を

営む法人の地方税（住民税・事業税）　参照

（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や従事分量配当は，会計上の費用ではな

いが，税務上は損金算入されるため，所得金額の計算上，当期利益から減算する。したがっ

（ 9） 農林中金アカデミー

［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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て，（4）は誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 2，P75，2．損金　参照

（5）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 万円までの交際費支出が全額損金算入であり，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。なお，2014 年度税制改正により飲食費

の 50％の損金算入との選択適用が可能となった。したがって，（5）は正しい。テキスト 2，

P75，2．損金　参照

テキスト 2　P71 ～ 75
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消費税課税のポイント

正解（1）	 正解率　36.1％	

解　説

（1）消費税の計算方法には，「一般課税（本則課税）」と「簡易課税」があり，簡易課税は売

上のみで計算する。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。したがって，（1）は正しく，

これが本問の正解である。テキスト 2，P77，1．課税事業者の選択，簡易課税制度の選択は，

2 年間の継続適用　参照

（2）農事組合法人が支払う従事分量配当は，給与ではなく，役務の提供の対価の性質である

ことから課税仕入として取り扱われるため，課税売上の少ない農事組合法人は，一般課税

の場合に還付となる可能性がある。したがって，（2）は誤りである。テキスト 2，P78，2．

消費税の還付を受けられる例　（2）従事分量配当を支払う農事組合法人　参照

（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

売上に含めなくてよいとされている。したがって，（3）は誤りである。テキスト 2，P78，3．

JA などへの委託販売手数料の取扱い　参照

（4）簡易課税の事業区分は，法人税や所得税と連動しておらず，消費税独自の基準で判断す

る。農業は基本的に第 3 種事業に該当し，みなし仕入率は 70％であるが，軽減税率制度の

導入に伴い，消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する農林水産業を第
（ 10 ）農林中金アカデミー

［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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2 種事業（改正前：第 3 種事業）とし，みなし仕入率が 80％（改正前：70％）となった。

自己が生産した食用の農産物の販売は，第 2 種事業であり，みなし仕入率は 80％である。

したがって，（4）は誤りである。テキスト 2，P79，4．簡易課税の事業区分は所得税の事

業区分と非連動　図表 2-3-7-1　参照

（5）人格のない社団等は，消費税法上，法人とみ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，（5）は誤りである。テキスト 2，

P79，5．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　参照

テキスト 2　P77 ～ 79
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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

正解（3）	 正解率　16.6％	

解　説

（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，機械等については総合課税の譲渡所得に区分される。したがって，（1）は正しい。
テキスト 2，P82，2．資産を引き継ぐ方法～貸付・譲渡・現物出資　参照

（2）個人と法人は別人格なので，農業経営基盤強化準備金の引継ぎはできない。したがって，
（2）は正しい。テキスト 2，P83，4．その他の留意事項　参照

（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く貸付など一定の
制度によって貸し付けられた生産緑地は，相続税の納税猶予の適用対象になる。したがっ
て，（3）は誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 2，P85，2．納税猶予される
農地等の相続税・贈与税　参照

（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には，時価で譲渡したも
のとみなされ，譲受者である第三者の法人は，時価と対価の差額を受贈益として認識する。
したがって，（4）は正しい。テキスト 2，P90，2．対価の設定に際しては贈与税に留意　（3）
事業譲渡　参照

（5）個人または農地所有適格法人が，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，個人の譲渡所得または法人の各事業年度の所得の金額の計算
上，800 万円の特別控除額を控除することができる。したがって，（5）は正しい。テキスト 2，
P96，3．農地等を譲渡した場合等の 800 万円特別控除　参照

テキスト 2　P81 ～ 90，P96

（ 10 ）農林中金アカデミー

［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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農業の雇用関連法制および社会保険・労働保険関連法制

正解（2）	 正解率　22.0％	

解　説

（1）農業が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いる理由とし

て，①事業の性質上，天候等の自然条件に左右される，②事業および労働の性質から，1

日 8 時間や週に 1 日の休日等の規制になじまない，③休憩を与えなくても農業従事者はい

つでも自由に休憩をとることができる，④天候の悪い日，農閑期等適宜に休養をとること

ができるため労働者保護に欠けるところがない，などがあげられる。したがって，（1）は

正しい。テキスト 2，P103，3．法律で保護されない背景～農閑期の休養等　参照

（2）農業の場合は，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」

として労働保険は当分の間任意加入となっている。したがって，（2）は誤りであり，これ

が本問の正解である。テキスト 2，P105，1．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

（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。したがって，（3）は正しい。

テキスト 2，P106，1．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 2-4-2-1　脚注 4　参照

（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，従業員 5 人未満の事

業所であっても労災保険の強制適用事業所になるため，労働者がいる場合は労災保険の加

入手続きが必要になる。したがって，（4）は正しい。テキスト 2，P106，1．個人経営（常（ 11 ） 農林中金アカデミー

［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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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 2-4-2-1　脚注 1　参照

（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。本来，

社会保険が強制加入である農業法人においても，未加入の例はまだまだ多いのが現状とさ

れている。したがって，（5）は正しい。テキスト 2，P107，3．他産業並みの労働条件整

備へ　参照

テキスト 2　P102 ～ 107
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農業者年金と就業規則

正解（4）	 正解率　73.5％	

解　説

（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 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，（1）は誤りである。テキスト 2，P109，1．公的年金制度～国民年金・厚生年金・
共済年金　参照

（2）農業者年金は，60 才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，（2）は誤りである。テキ
スト 2，P110，3．農業者年金の加入資格・保険料　参照

（3）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。65 歳に達したときからの受給開始が原則であるが，60 歳まで繰上げ受給を選
択することもできる。したがって，（3）は誤りである。テキスト 2，P110，3．農業者年
金の加入資格・保険料　参照

（4）就業規則において，絶対的必要記載事項は，①始業・終業の時刻や休憩時間，休日，休
暇および労働者を 2 組以上に分けて交代で勤務させる場合の就業時転換等に関する事項，
②賃金の決定，計算，支払の方法，締切日および支払の時期，昇給等，賃金に関する事項，
③退職や解雇の事由等に関する事項である。したがって，（4）は正しく，これが本問の正
解である。テキスト 2，P112，2．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

（5）就業規則は労働者に必ず周知させなければならない。したがって，（5）は誤りである。
テキスト 2，P113，3．「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　P109 ～ 113

（ 11 ） 農林中金アカデミー

［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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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

正解（5）	 正解率　59.9％	

解　説

（1）法人化した場合，健康保険と厚生年金は，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。したがって，（1）は正しい。テキスト 2，P116，1．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

（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。したがって，（2）は正しい。テキスト 2，P121，3．最近

の農業労働動向～他産業と同じ法定労働時間へ　参照

（3）使用者は，退職間際だからという理由で，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。したがって，（3）は正しい。テキスト 2，P126，5．退職間際の年

休未消化分の請求は拒否できない　参照

（4）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となった。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である。したがって，（4）は正しい。テキスト 2，

P126，6．年次有給休暇の時季指定義務　参照

（5）賃金の額は，最低賃金法で定められた最低賃金額以上でなければならない。最低賃金額

は，正社員はもちろんのこと，年齢や性別に関係なく，アルバイトやパートタイマーなど

（ 11 ） 農林中金アカデミー

［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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の雇用形態の違いや，外国人を含め，すべての労働者に適用される。したがって，（5）は

誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 2，P128，2．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　P116 ～ 129
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青色申告決算書の分析と農業法人の財務分析

正解（3）	 正解率　23.5％	

解　説

（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。したがって，（1）は正しい。テキスト 2，P138，1．青色申告決

算書の分析ポイント　参照

（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。したがって，（2）は正しい。テキスト 2，

P140，2．青色申告決算書の分析手法　（1）損益計算書の分析　参照

（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＋前払金）−（買掛債務＋未払金＋前受金）」で算出される。したがって，（3）は誤

りであり，これが本問の正解である。テキスト 2，P141，2．青色申告決算書の分析手法　 

（2）貸借対照表の分析　参照

（4）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。したがって，（4）は正しい。テキスト 2，P146，1．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

（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。したがって，（5）は正しい。テキスト 2，P153，2．税務関係書類

の分析ポイント　（1）税務申告書　参照

テキスト 2　P138 ～ 153

（ 12 ）農林中金アカデミー

［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。

−45−

農業融資実務



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

正解（2）	 正解率　35.1％	

解　説

（1）資金移動表は，資金繰り実績（支払能力）の把握に適している。資金繰り計画，実績の

両方とも把握するのに適している（調達・運用の全体のまとめ）のは資金運用表である。

したがって，（1）は誤りである。テキスト 2，P156，1．資金繰り表の基本　図表 2-5-5-1　

参照

（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その売上高をいう。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。したがって，（2）は正しく，これが本問の正解である。テキスト 2，P162， 

1．収支分岐点　（1）収支分岐点とは　参照

（3）付加価値は，売上高から外部購入費用を控除して算出する。外部購入費用とは原材料，

外注加工費，電力費，水道光熱費，運送費，通信費，保険料，旅費交通費，事務用品費，

減価償却費など経営の外部から購入した費用をいい，役員報酬，給料手当，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配分の原資」という考

え方に基づくものである。したがって，（3）は誤りである。テキスト 2，P167，2．付加

価値の算出方法　参照

（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。作目別付加価値分析においては，この内訳を調べ，

価格補填収入，作付助成収入，建物建設等補助金等に区分し，同時にその収入が作目ごと

に配分できるか否かを判定する。したがって，（4）は誤りである。テキスト 2，P170，3．

組替えの実例　参照

（ 12 ）農林中金アカデミー

［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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（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「真性赤字」，変

動費控除後は黒字であるが，配分可能な固定費および配分可能な労務費を控除した後では

赤字のものを「疑似赤字」，労務費を含めた固定費控除後でも黒字のものを「黒字」という。

したがって，（5）は誤りである。テキスト 2，P173，1．付加価値の判定　参照

テキスト 2　P156，162 ～ 173
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融資審査にかかる情報収集

正解（2）	 正解率　52.8％	

解　説

（1）JA の融資は主として組合員個人や組合員を構成員とする法人など，農協法に基づき制

定されている JA の定款や規定に明示されている特定の者を対象に行う。したがって，（1）

は誤りである。テキスト 3，P12，2．資格審査　（1）借入資格の有無　参照

（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（場合によっては登記事項証明書）などの確認資料の提出を

求める。したがって，（2）は正しく，これが本問の正解である。テキスト 3，P12，2．資

格審査　（2）権利能力・行為能力の有無　参照

（3）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ため，ファイル等に整理・保管する。そして，融資後も新

しい情報を収集したら適宜加除修正して，そのファイル等を見れば融資先の信用状況や，

JA の過去の対応経緯がわかるようにしておくことは融資管理上重要である。したがって，

（3）は誤りである。テキスト 3，P11，1．融資審査に必要な情報　（4）信用情報の蓄積　

参照

（4）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。しかし，担保は万一の場合の補完措置であり，

担保物件があれば担保価額の範囲で融資するとか，担保がなければ融資しないと判断して

はならない。したがって，（4）は誤りである。テキスト3，P11，1．融資審査に必要な情報　（3）

返済意思と返済能力の確認　参照

（ 12 ）農林中金アカデミー

［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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（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，属性調査として申込者本人に関

する情報とともに，申込者に属する情報が必要である。その場合，扶養家族・同居家族の

構成と年齢などの家族状況の情報収集が必要であり，健康保険証や住民票などで扶養家族

の確認を行う。したがって，（5）は誤りである。テキスト 3，P8，1．融資審査に必要な

情報　（1）信用情報の収集　参照

テキスト 3　P8 ～ 12
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農 業 者 の 資 金 ニ ー ズ

正解（5）	 正解率　95.2％	

解　説

（1）農業者の資金ニーズには，規模拡大に必要となる農地取得，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。したがって，（1）は正しい。テキスト 3，
P13，農業者の資金ニーズ　Q ＆ A　参照

（2）畜産においては，素畜の導入を中心に運転資金ニーズが生じる。例えば養鶏（採卵鶏）
であれば，資金ニーズとして素ひなの更新があり，そのライフサイクルは約 14 カ月とされ，
鶏の入替時期には大きな運転資金ニーズが発生する。したがって，（2）は正しい。テキス
ト 3，P14，2．運転資金ニーズ　（2）畜産　図表 3-1-3-1　参照

（3）畜産において，飼料費も資金ニーズの発生源になる。この場合，手許資金，借入金で賄
う以外に，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。したがって，

（3）は正しい。テキスト 3，P14，2．運転資金ニーズ　　（2）畜産　参照
（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り，設備

資金ニーズが発生する。したがって，（4）は正しい。テキスト 3，P15，3．設備資金ニーズ　 
（1）耕種　参照

（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，また畜産経営では疾病に
よる病死や淘汰，鳥インフルエンザやBSEといった風評による影響を被るような場合には，
予期しない資金ニーズが発生する。したがって，（5）は誤りであり，これが本問の正解で
ある。テキスト 3，P15，4．その他近年の動向　参照

テキスト 3　P13 ～ 15

（ 13 ） 農林中金アカデミー

［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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農業者向け制度資金・全国要項資金

正解（4）	 正解率　46.6％	

解　説

（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）へと変更された。

したがって，（1）は正しい。テキスト 3，P17，1．主な制度資金・公庫資金　（1）農業近

代化資金　参照

（2）公庫資金には，農業経営基盤強化資金，経営体育成強化資金，農業改良資金，青年等就

農資金など，生産基盤の改良や経営構造の改善の促進等を目的とした資金のほかに，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もある。したがっ

て，（2）は正しい。テキスト 3，P17，1．主な制度資金・公庫資金　（2）公庫資金　参照

（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。したがって，（3）は正しい。テキスト 3，P21，3．全国要項資金　（3）アグリスー

パー資金　参照

（4）公庫資金には，保全として，原則として農業信用基金協会の保証は付されないため，通

常の与信判断同様，担保権・保証設定の検討が必要である。したがって，（4）は誤りであり，

これが本問の正解である。テキスト 3，P19，2．制度資金の取扱い上の留意点　（2）公庫

資金　参照

（ 13 ） 農林中金アカデミー

［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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（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緊急性を要する資金

として，災害緊急資金がある。したがって，（5）は正しい。テキスト 3，P21，3．全国要

項資金　（4）アグリマイティー資金　⑤災害緊急資金　参照

テキスト 3　P17 ～ 21
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運転資金の審査のポイント

正解（4）	 正解率　81.5％	

解　説

（1）運転資金はその資金使途がさまざまで，本来の事業活動に伴って発生する仕入資金や生
産資金，販売資金の他に，赤字発生に伴う不足資金や設備資金の調達不足を補う資金，既
往債務の返済資金など，経営を維持存続させていくために必要な資金も含まれる。したがっ
て，（1）は誤りである。テキスト 3，P23，1．運転資金とは　参照

（2）経常運転資金とは，「在庫・回収・支払」の 3 つの条件の組合せによって生じる不足を
調達するための資金をいう。計算式は，「経常運転資金＝売掛債権＋棚卸資産−買掛債務」
である。したがって，（2）は誤りである。テキスト 3，P24，1．運転資金とは　（1）経常
運転資金　参照

（3）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，（3）は誤りである。テキ
スト 3，P24，1．運転資金とは　（3）季節資金　参照

（4）つなぎ資金とは，制度資金や補助金，資産売却代金など，将来確定している入金を返
済財源として，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。し
たがって，（4）は正しく，これが本問の正解である。テキスト 3，P24，1．運転資金とは　 

（4）つなぎ資金　参照
（5）耕種農業において，設備借入金の延滞や運転資金の一部固定化が発生した場合に，借換

資金にて肩代りして延滞を解消することがある。この借換資金は赤字資金であるので，融
資方法としては証書貸付で行い，運転資金の融資方法である当座貸越などで対応するこ
とは避ける必要がある。したがって，（5）は誤りである。テキスト 3，P26，2．耕種農業　
参照

テキスト 3　P23 ～ 26

（ 13 ） 農林中金アカデミー

［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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設備資金の審査のポイント

正解（1）	 正解率　83.9％	

解　説

（1）設備投資は，売上の拡大を目指して行うものと，経費の節減を目指して行うものに大き

く分かれる。したがって，（1）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　（1）設備投資計画の検討　①設備資金の目的は何か　参照

（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，その間に景況や業界動向が変化してしまい，思うような投資効果が得られないこと

がある。そのため，意思決定のタイミングは非常に重要となる。したがって，（2）は正しい。

テキスト 3，P31，2．設備資金の審査手順　（1）設備投資計画の検討　②時宜を得た投資

であるか　参照

（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。したがって，（3）は正しい。テキスト3，

P31，2．設備資金の審査手順　（1）設備投資計画の検討　③事業規模は過大でないか　参照

（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。

期限通りに返済が行われたとしても，財源が短期借入金などで賄われていれば，資金繰り

を圧迫し，いずれ事業の継続に支障を来すような事態に陥る可能性もあるため，返済計画

の検討にあたっては，返済財源捻出の裏付けとなる経営全体の総合的な長期見通しを把握

することが必要である。したがって，（4）は正しい。テキスト 3，P32，2．設備資金の審

査手順　　（3）収支実績の把握と収支償還計画の検討　参照

（5）借入相談者が導入を検討している設備のメーカーの評判や業況は，導入する設備の性能
（ 14 ）農林中金アカデミー

［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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の良し悪しや，設備投資の成否の可能性の程度を予測する観点や，万一不具合が発生した

場合のフォロー体制の確保の観点から重要である。したがって，（5）は正しい。テキスト 3，

P35，3．設備資金融資事例　参照

テキスト 3　P30 ～ 35
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担 保 ・ 保 証

正解（5）	 正解率　73.0％	

解　説

（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。したがって，（1）は正しい。テキスト 3，P39，2．

農業信用保証保険制度　（2）保証内容　参照

（2）施設等の整備に係る必要額の一部を行政からの各種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，「補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律」に基づき，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。したがって，（2）は正しい。テ

キスト 3，P38，1．農業用資産の担保権設定について　（3）動産（在庫，家畜等）　参照

（3）農業信用保証保険制度とは，JA や都道府県等の出資により設立された農業信用基金協

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。したがって，

（3）は正しい。テキスト 3，P38，2．農業信用保証保険制度　（1）概要　参照

（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。したがって，（4）は正しい。テキス

ト 3，P39，2．農業信用保証保険制度　（2）保証内容　参照

（ 14 ）農林中金アカデミー

［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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（5）2020 年 4 月より開始された農業経営継承保証保険支援事業を利用することで，経営継承

に必要な資金を担保・保証人なしで融資を受けられ（新旧経営者），農業信用基金協会に

支払う保証料（後継農業者）も 5 年間免除となる。したがって，（5）は誤りであり，これ

が本問の正解である。テキスト 3，P41，2．農業信用保証保険制度　（5）農業経営継承保

証保険支援事業　参照

テキスト 3　P38 ～ 41
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ABL（Asset	Based	Lending）

正解（1）	 正解率　52.1％	

解　説

（1）畜産業に対して ABL（Asset Based Lending）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，（1）

は誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 3，P43，3．取組みの現状～モニタリ

ングとバックアップに課題　参照

（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。したがって，（2）は正しい。テキスト 3，P42，2．仕組み～営業用資産

を担保にした融資　参照

（3）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。したがって，（3）は正しい。テキスト 3，

P43，3．取組みの現状～モニタリングとバックアップに課題　参照

（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
（ 15 ） 農林中金アカデミー

［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。
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定期的なモニタリングの協力を得ることで，在庫頭数確認だけでなく，飼養状況（畜産

の健康状態）の確認も可能となっている。したがって，（4）は正しい。テキスト 3，P43， 

3．取組みの現状～モニタリングとバックアップに課題　①定期的なモニタリング　参照

（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。したがって，（5）は正しい。テキスト 3，P44，3．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

テキスト 3　P42 ～ 44
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CDS（Credit	Default	Swap）を利用した農業者向け融資

正解（4）	 正解率　50.7％	

解　説

（1）CDS（Credit Default Swap）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。信用リスクを反映し

て価格が決定されるもので，社債の信用リスクのみがオプション等の形式で売買される。

したがって，（1）は正しい。テキスト 3，P51，1．概要～証券化商品の一種としての CDS

参照

（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 は相対取引であること，また，CDS 自体はプレミアムの支払が固定金利と変動金

利の支払を交換するスワップと似ており，対象企業の都合や現存債権等にかかわらず CDS

契約の条件が一定であることといった違いがある。したがって，（2）は正しい。テキスト 3，

P51，2．仕組み～信用保険に似た側面　参照

（3）日本公庫 CDS 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。したがって，（3）は正しい。テキスト 3，P52，3．取組みの現状～スコアリ

ングモデルを利用した融資と類似の効果　参照

（4）日本公庫 CDS は，制度資金に比べて金利など条件設定の自由度が高いため，農業者の

ニーズに幅広く応えられる商品設計が可能となっている。したがって，（4）は誤りであり，

これが本問の正解である。テキスト 3，P53，3．取組みの現状～スコアリングモデルを利

用した融資と類似の効果　参照

（ 15 ） 農林中金アカデミー

［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。
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（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。したがって，（5）は正しい。テキスト 3，P54， 

3．取組みの現状～スコアリングモデルを利用した融資と類似の効果　参照

テキスト 3　P51 ～ 54
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農業分野における金融手法

正解（5）	 正解率　37.7％	

解　説

（1）少人数私募債は，親族・従業員・取引先等自社にとって身近な人たち（縁故者）を対象

として発行する社債である。銀行引受私募債の資格要件を充足できるほど財務体質が良好

ではない企業等が，この金融手法を利用することで資金調達の多様化を図る際に有効とさ

れている。したがって，（1）は誤りである。テキスト 3，P56，1．概要～私募債の活用も

1 つの選択肢　参照

（2）少人数私募債のメリットとして，①担保が必要ない，②償還期間や利率を自由に設定で

きる，③金融機関が設定した資格要件を満たす必要がない，④社債一般のメリット（議決

権がないこと等）を享受できる，があげられる。したがって，（2）は誤りである。テキス

ト 3，P56，1．概要～私募債の活用も 1 つの選択肢　参照

（3）劣後ローンとは他の債権より弁済順位が劣る借入金のことで，「負債」と「資本」の中

間という意味て 「゙メザニン（中二階）」ともいわれる。融資先が破産等をした場合，他の

債権の支払が終わった後に，資産が残っていれば債務が弁済される。したがって，（3）は

誤りである。テキスト 3，P60，1．概要～「中二階」の融資　参照

（4）劣後ローンのメリットの 1 つに，金融検査上，取引先において自己資本とみなすことが

できることがあげられる。したがって，（4）は誤りである。テキスト 3，P60，1．概要～「中

二階」の融資　参照

（5）天候デリバティブでは，オプション料を支払うことで，収支に関わる指標の観測期間中

の推移に応じて所定の金額を受け取ることができる。つまり，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。一方，実際に発生した被害額ではなく気象指標に基づ
（ 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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いた支払のため，常に損害の全額をカバーできるわけではないというデメリットもある。

したがって，（5）は正しく，これが本問の正解である。テキスト 3，P70，1．概要～天候

リスクを小さくする手法　参照

テキスト 3　P56 ～ 60，P70
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農業における経営改善提案の全体像

正解（5）	 正解率　94.2％	

解　説

（1）農業における経営改善提案について JA 以外の組織形態に着目すると，都道府県の普及

指導員，営農類型ごとの業界団体をはじめ，農業法人協会，中央畜産会，都道府県畜産会

といった組織も農業者の相談にあたっている。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ている。したがって，（1）は誤りである。テキ

スト 3，P74，1．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

（2）農業における経営改善提案は，信用部門だけでなく，JA 内の他部門と連携を図りなが

ら対応することが基本であり，必要に応じて関係機関や外部コンサルタントの協力を得な

がら対応する。したがって，（2）は誤りである。テキスト 3，P74，1．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

（3）農業に関する相談内容のうち，事業化関連では，補助申請，融資申込準備，経営改善検討，

事業承継，M ＆ A，農業参入，農商工連携（パートナー探索）等がある。したがって，（3）

は誤りである。テキスト 3，P75，2．相談受付～現状把握と相談内容の確認　図表 3-2-1-1　

参照

（4）農業に関する相談内容のうち，人材育成関連では，経営者自身や従業員のマネジメント

スキル向上に関するものが含まれる。その内容には，講師派遣（トップマネジメント，販

売関連）や就農希望者受入先の紹介等がある。したがって，（4）は誤りである。テキスト 3，

P75，2．相談受付～現状把握と相談内容の確認　図表 3-2-1-1　参照

（5）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，通常の連絡先以外にも，

可能な限り連絡可能な時間帯や固定電話以外の連絡方法（FAX，携帯電話，メール等）を

（ 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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確認できるよう心掛けるとともに，後々の相談対応でトラブルを避けるためにも，回答ま

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

たがって，（5）は正しく，これが本問の正解である。テキスト 3，P75，2．相談受付～現

状把握と相談内容の確認　参照

テキスト 3　P74 ～ 75
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農業の経営改善提案に係る現状把握の手法

正解（1）	 正解率　92.1％	

解　説

（1）現地調査には，事務処理状況の調査として，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，記入方法や記帳状況などの確認がある。したがって，（1）
は誤りであり，これが本問の正解である。テキスト 3，P77，2．現状把握の基本的な事務
フロー　（3）現地調査　参照

（2）予備調査は，主に次の 4 つの項目に分けられる。①基本情報（営農類型，規模，労働力
等をまとめる），②損益・財務（過去 3 期分の財務情報（決算書，青色申告書）を得る），
③業務知識（栽培する農作物や飼養する畜産物などの資料を得る），④経営管理能力チェッ
クの準備（経営者の管理能力を見るためのチェック項目を事前準備する）。したがって，（2）
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　（2）予備調査　参照

（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。特に，書類では確認できない，非公式な情報や顕在化していない問題
点を確認する。したがって，（3）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　（4）面談　参照

（4）経営管理能力に関するチェックポイントの項目には，①経営目標，②生産計画，③販売
計画，④資金計画，⑤雇用計画，がある。したがって，（4）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　（5）取りまとめ　図表 3-2-2-1　参照

（5）経営者の資質に関するチェックポイントの 1 つとして，「家族・従業員に経営方針が徹
底されているか」があげられる。したがって，（5）は正しい。テキスト 3，P80，2．現状
把握の基本的な事務フロー　（5）取りまとめ　図表 3-2-2-4　参照

テキスト 3　P76 ～ 80

（ 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。

−66−

農業融資実務



経 営 改 善 計 画

正解（3）	 正解率　78.0％	

解　説

（1）経営改善計画は，①経営困難に対して自主・自力による改善を基本とした経営計画で，
②さらに取引先や JA 等の支援を受けた事業の再生計画であり，③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。したがって，（1）
は正しい。テキスト 3，P81，1．経営改善計画の概要　参照

（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。
したがって，（2）は正しい。テキスト 3，P81，2．経営改善計画の必要性と目的　参照

（3）農業者から経営改善計画が提出された場合には，JA 等金融機関として計画を承認する
かどうかの組織決定をしなければならない。この場合，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，（3）は誤りであり，
これが本問の正解である。テキスト 3，P86，3．妥当性の検証　参照

（4）対象先の業況にもよるが，経営改善計画の進捗管理は月次で行うのが基本である。計画
と実績の対比を行い，個人経営の場合は家計費など生活面の点検も行うことで，目標達成
に向けた管理を進める。したがって，（4）は正しい。テキスト 3，P88，1．月次管理のポ
イント　参照

（5）計数的に検討した経営改善策は，箇条書きにしてわかりやすく行動計画に落とす。行動
計画は，ポイントを絞って期限や方法を具体的に，極力数値を用いて記載する。漠然とし
た記載は，計画の実効性を高めるためにも避けることが望ましい。したがって，（5）は正
しい。テキスト 3，P92，3．アクションプランの作成　参照

テキスト 3　P81 ～ 92

（ 17 ） 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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農業におけるビジネスマッチングおよび商談会

正解（2）	 正解率　80.8％	

解　説

（1）消費者ニーズが多様化している今，「規格外品」と扱われる農産物のなかに，農業者の

こだわり商材が含まれていることもある。こうした「規格外品」は，個別に営業して買い

手を探すことになるが，卸売市場のように 1 度に何十人という買い手（売買参加者）と会

うことは難しく，その農産物を求める買い手と出会うことは非常に困難な作業である。そ

こで，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

いう手法が考えられる。したがって，（1）は誤りである。テキスト 3，P116，1．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

（2）フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）の成果物として，「FCP 展示会・

商談会シート」がある。このシートは，出展者の「伝えたい情報」と，バイヤーの「知り

たい情報」を 1 枚にまとめることで，効率的に商談を進めることを可能にしたものである。

したがって，（2）は正しく，これが本問の正解である。テキスト 3，P124，3．商品提案書・

セールストークの作成・FCP シート　（2）FCP 展示会・商談会シート　参照

（3）多くの農業者において流通の主流となっているのが，JA を経由した市場流通であり，

JA から指示された品目を栽培して，JA に出荷し「いちば」において「せり」で値段をつ

けてもらうもので，作ったものをいかに効率よく売るかに注力する手法といえる。「市場

外流通」には，道の駅内の直売所などの相対で行う直接販売や，インターネット販売など

の通信販売で行う直接販売など多様な流通経路がある。したがって，（3）は誤りである。

（ 17 ） 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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テキスト 3，P132，（参考）農産物における販売チャネル　1．多様化する販売チャネルと

具体的な流通経路　（1）販売チャネルの区分と特徴　図表 3-3-6-3　参照

（4）ビジネスマッチングを実施する組織としては，行政，公益法人，民間企業等がある。し

たがって，（4）は誤りである。テキスト 3，P112，2．ビジネスマッチングの分類・現状　

参照

（5）商品の価格設定においては，中間流通を除けば価格を安くできるという発想に傾きがち

であるが，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。したがって，（5）は誤りで

ある。テキスト 3，P123，3．商品提案書・セールストークの作成・FCP シート　（1）商

品提案書　②価格　参照

テキスト 3　P112 ～ 133
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（ 18 ）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（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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（ 19 ） 農林中金アカデミー

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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勘 定 科 目 の 区 分

正解（3）	 正解率　42.5％	

解　説

・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「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。

・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による収入である。こうした

交付金は，米の生産調整の推進などの政策により，特定の作物を栽培することによって経

常的に交付を受けることができるものであるが，農産物の販売によって実現する収益では

ないため，営業外収益の区分に「作付助成収入」勘定として計上する。したがって，「営

業外収益」が正しい計上科目となる。

・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「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。

・法人の場合，農業経営基盤強化準備金は，交付金等の収入額の範囲内で農林水産大臣の証

明する金額またはその事業年度の事業所得の金額のいずれか低い額を上限に「農業経営基

盤強化準備金」として負債（引当金）の部に積み立て，準備金の取崩額とその事業年度の

交付金受領額のうち，農業用固定資産の取得に充てた金額（農林水産大臣の証明する金額）

の合計額または事業所得のいずれか低い額を圧縮記帳し，必要経費を損金算入する。農業

経営基盤強化準備金として積み立てるときは，特別損失の区分に「農業経営基盤強化準備
（ 20 ）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，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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金繰入額」勘定として計上する。したがって，「特別損失」が正しい計上科目となる。

テキスト 2，P44，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，

P47，農業補助金の種類と勘定処理②「作付助成収入」Q ＆ A，テキスト 3，P141，4．財務

内容　参照

損益計算書
（自 2020 年 4 月 1 日　至 2021 年 3 月 31 日）

（単位 : 千円）

科　　目 金　額
売上高 141,898

製品売上高 109,478
作業受託収入 16,094
価格補填収入　A 16,326

製造原価 119,090
（売上総利益） 22,808
販売費及び一般管理費 4,368

（営業利益） 18,440
営業外収益 1,542

作付助成収入　B 1,413
受取利息・雑収入 129

営業外費用 21
支払利息 21

経常利益 19,961
特別利益 6,368

経営安定補填収入　C 1,333
経営基盤強化準備金戻入額 5,035

特別損失 19,572
経営基盤強化準備金繰入額　D 12,965
固定資産圧縮損 6,607

税引前当期純利益 6,757
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製 造 原 価 報 告 書

正解（1）	 正解率　54.5％	

解　説

①　Ｅ（材料費）＝種苗費＋肥料費＋農薬費＋期首材料棚卸高−期末材料棚卸高

＝ 1,609 千円＋ 9,341 千円＋ 7,798 千円＋ 340 千円− 243 千円＝ 18,845 千円

②　Ｆ（当期総製造費用）＝材料費＋労務費＋製造経費＝18,845千円＋32,203千円＋68,006千円

＝119,054千円

③　Ｇ（当期製品製造原価）＝当期総製造費用＋期首仕掛品棚卸高−期末仕掛品棚卸高

＝ 119,054 千円＋ 326 千円− 290 千円＝ 119,090 千円

したがって，（1）が本問の正解である。

テキスト 2，P25，2．農業における財務諸表の特徴　（1）生産原価～材料費の詳細表示，P36， 

1．費目別原価計算　参照 （ 20 ）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，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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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）

科　　目 金　額
材料費 18,845 E

種苗費 1,609
肥料費 9,341
農薬費 7,798
期首材料棚卸高 340
期末材料棚卸高 243

労務費 32,203
製造経費 68,006

動力光熱費 7,242
修繕費 8,622
支払小作料 240
賃借料 47,643
減価償却費 3,951
その他製造費用 308

当期総製造費用 119,054 F
期首仕掛品棚卸高 326
期末仕掛品棚卸高 290
当期製品製造原価 119,090 G
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比 率 分 析

正解（3）	 正解率　46.3％	

解　説

①　総資本回転率＝売上高÷総資本＝ 141,898 千円÷ 92,764 千円＝ 1.5 回

②　流動比率＝（流動資産÷流動負債）× 100 ＝（71,630 千円÷ 6,452 千円）× 100 ＝ 1110.2％

③　借入金月商比率＝（借入金÷月商）＝ 31,653 千円÷（141,898 千円÷ 12）＝ 2.7 カ月

④　自己資本比率＝（純資産÷総資産）× 100 ＝（18,235 千円÷ 92,764 千円）× 100 ＝ 19.7％

したがって，（3）が本問の正解である。

テキスト 2，P136　1．比較手法に基づく分類　（1）比率分析　②目的別区分，P148，2．貸

借対照表の変化　（2）その他の分析指標　参照

テキスト 3，P143　7．検証　（3）返済能力を中心とした分析　図表 3-4-1-4　参照

（ 20 ）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，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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（ 21 ） 農林中金アカデミー

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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限 界 利 益

正解（1）	 正解率　37.1％	

解　説

限界利益＝売上高−変動費

＝ 70,949 千円 -18,215 千円＝ 52,734 千円

したがって，（1）が本問の正解である。

テキスト 2，P160，1．損益分岐点の計算式，テキスト 3，P144，7．検証　（4）損益分岐点

分析　図表 3-4-1-6　参照

（ 22 ）農林中金アカデミー

［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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損 益 分 岐 点 売 上 高

正解（2）	 正解率　30.4％	

解　説

損益分岐点売上高＝固定費÷限界利益率

＝ 43,339 千円÷（52,734 千円÷ 70,949 千円）＝ 58,329.7 千円

（百円単位を四捨五入し，千円単位で計算する）＝ 58,330 千円

※固定費＝固定費（作物別区分可能）＋労務費＋固定費（作物別区分不能）

＝ 16,420 千円＋ 23,142 千円＋ 3,777 千円＝ 43,339 千円

※限界利益率（＝限界利益÷売上高）＝ 52,734 千円÷ 70,949 千円＝ 0.7432 ≒ 0.743

したがって，（2）が本問の正解である。

テキスト 3，P144，7．検証　（4）損益分岐点分析　図表 3-4-1-6　参照

（ 22 ）農林中金アカデミー

［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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安 全 余 裕 率

正解（3）	 正解率　37.1％	

解　説

安全余裕率＝｛（売上高−損益分岐点売上高）÷売上高｝× 100

＝｛（70,949 千円− 58,330 千円）÷ 70,949 千円｝× 100

＝ 17.78％（小数第 2 位を四捨五入し，小数第 1 位まで求める）＝ 17.8％

したがって，（3）が本問の正解である。

テキスト 2　P160，1．損益分岐点の計算式，テキスト 3，P144，7．検証　（4）損益分岐点

分析　図表 3-4-1-6　参照

（ 22 ）農林中金アカデミー

［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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農業融資実務



問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解

問１ ５ 問11 ４ 問21 ５ 問31 ２ 問41 ５

問２ ２ 問12 ３ 問22 ３ 問32 ２ 問42 １

問３ １ 問13 ２ 問23 １ 問33 ５ 問43 ３

問４ ４ 問14 ４ 問24 ４ 問34 ４ 問44 ２

問５ ２ 問15 ３ 問25 １ 問35 ４ 問45 ３

問６ ５ 問16 １ 問26 ３ 問36 １ 問46 １

問７ ３ 問17 ２ 問27 ２ 問37 ５ 問47 ３

問８ １ 問18 ３ 問28 ４ 問38 １ 問48 １

問９ ４ 問19 ４ 問29 ５ 問39 ４ 問49 ２

問10 ５ 問20 ２ 問30 ３ 問40 ５ 問50 ３
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正解一覧表


