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｜｜報告論文 ｜｜ 

多角化型集落営農法人における

集落還元率の評価視点

広島県東広島市の0法人を事例として

大室健治

（農研機構西日本農業研究センター）

The Viewpoints on Evaluation of the Village Return Ratio in the Multidirectional 

Community-Based Group Farming Corporation (Kenji OMURO) 

I 問題意識

我が国の集落営農法人数は，近年，増加傾向

にある。白書によれば， 2015年の任意組織も含

めた集落営農組織数は 1万 4,852組織であり，

その内 3,622の法人組織がある（24.4%）。今後

もこの傾向の進展が予想されるなかで，楠本［5] 

が指摘するように，集落営農組織の「設立後の

経営実績の把握とそれにもとづいた経営指導に

ついては必ずしも十分な体制にはなっていない

のが実情である」という点は重要である。また，

梅本［3］は，集落営農の再編方向のーっとして工

藤昭彦氏が提起する「ムラ的農企業Jを挙げ，

それが抱える問題として「経営の論理がムラを

どのように包摂していくのか，その可能性とそ

の際の経営成果の配分のあり方が，平等化原理

と効率化原理の対立・矛盾の調整という問題に

まで立ち入って議論されていない点にあるJと

し，「集落営農からムラ的農企業の育成を図ると

すれば，収益配分に関る矛盾はまさに厳しく表

れてこよう」と指摘する注 1）。この点に関連して，

集落営農法人の収益配分問題について， 2004

年の 3月までに島根県に設立された 42法人を

対象にして検討した竹山［6］は，集落営農型法人

の会計データの分析を通して経営分析のための

目安となる指標を策定し，集落還元率として

40%を提示している注 2）。さらに，今井ら［ 2］は

広島県農林水産部が作成した集落営農法人の平

均的な損益計算書（65法人の平均値）を用いて，

利益還元率の平均的な値として 56.5%を提示

している注3）。

これらの既往研究では，集落営農組織を対象

とした経営実績把握と指導体制強化の必要性，

集落営農組織の経営成果の西日分に関する問題提

起，並びに集落営農法人の会計データを用いた

経営分析の目安となる指標の策定が行われてき

たといえる。

しかし，竹山が提示した集落還元率 40%，あ

るいは今井らが算出した 56.5%という値は，集

落営農法人がその値に近づくことで梅本が指摘

する収益配分にかかる矛盾を解決できるといえ

るのか，また，楠本の指摘を踏まえると，この

値をどのように用いることで集落営農組織の経

営指導を行うことができるか，特に，今後，集

落営農組織の展開方向のーっとして期待される

多角的な事業展開を図る集落営農法人に適用す

る際の留意点は何かについては，管見の限り十

分な検討は見られない注4）。
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注 1) 梅本［3J, pp.41・42を参照されたい。

注 2) 竹山がここで提示した指標値は，新たな施

策の対象となる集落営農組織を育成する

上で有効なものとする意図があり，目標値

のーっとして提示している。

注 3) 今井ら［2］が示した利益還元率の計算式は，

構成員に支払われた純付加価値（集落還元

額）÷売上高× 100である。平均的な損益

計算書については，広島県農林水産部[7］を

参照されたい。

注 4) 北田［4］では，事業多角化を図る集落営農組

織へのアンケート結果並びに 2つの事例

分析に基づいて，課題別に取るべき対策を

整理しているが，本文で述べた点について

は触れられていない。

II 課題の限定

以上の問題意識を踏まえ，本稿では，今後の

集落営農組織の展開方向として農商工連携や6

次産業化等への期待が高まりを見せていること

から，安藤［ l］が整理するように様々な集落営農

組織のあり方がある中で，事業の垂直的多角化

を図っている集落営農法人を対象として，①経

営成果の配分の態様としての集落還元率の変化

を経営展開に沿って検討し，②経営指導の際の

評価視点について考察を加える。

III 対象と方法

分析対象は，広島県東広島市 O地区にある集

落営農法人の0法人である。この法人を事例に

選定した理由は，多角的な事業展開を行うこと

で売上増大を進める集落営農組織にこそ，平等

化原理と効率化原理の対立・矛盾の調整といっ

た問題が鋭く現れると考えられるからである。

同法人は，農事組合法人として 2005年に設立

し，設立当初は水稲 47ha，大豆とそばを合わせ

て 20haを作付けていた。構成員数は 128戸，

機械作業のオベレータは 12人である。年々規

模拡大を図りつつ， 2014年時点では水稲

51.9ha，大豆・小麦・そばを合わせて 32.Shaを

作付けし，アスパラガスやトマト等の野菜も生

産するなど水平的多角化を図り，さらに 2012年

には米粉を用いたパンの直売店（以下， P店）

を開設するといった垂直的多角化を図っている。

P店の事業内容は，米粉を使った米粉パンを

店舗で製造・販売することである。原料米は O

法人が生産し，製粉は東広島市内の製粉業者が

行う。 P店の労働力は， 15名（製造 10名，接

客営業 5名）であり， うち役員 2名，常時雇用

4名，パートタイム 9名である。女性が 11名，

男性が 4名， 0地区内の雇用が 7名，地区外の

雇用が 8名である。年齢層は， 60歳代 3名， 50

歳代 4名， 40歳代 2名， 30歳代 4名， 20歳代

2名である。なお，一日当たり所要人数は，製造

5名，接客営業 1～2名であり，年間売上高は

約 3,000万円となっている。 0法人の直営店で

あるとはいえ，独立採算制を採用している。

分析に際しては，同法人の決算書に任意で添

付されている「集落還元額」の計算書を素材と

する。ここでは， 2010年から 2013年までの 4

年聞を分析範囲とし，経営の垂直的多角化に伴

って集落還元率がどのように変化しているか，

また，その変化の要因は何かについて検討する。

集落還元額の計算式は，次の通りである。す

なわち，集落内に支払われた，①労務費（役員

報酬，従事分量配当， P店労務費等）＋②地代

畦畔管理費（地代，畦畔除草作業）十③作業委

託費（集落内の個別経営が持つライスセンター

の利用料）＋④賃借料である。そして，集落還

元率の計算式は，「集落還元額÷総収益× 100」

である。この式の構造上，分母の総収益が増え

たとしても分子の集落還元額が増えなければ，

集落還元率は低下することになる。このような

ケースとなる理由としては，利益を集落へ還元

するよりも法人内へ内部留保することを重視し

たか，あるいは過大な費用の発生により集落還

元に仕向ける原資（余剰利益）が不十分となっ

たことが想定される。



なお，集落還元額の変化の要因を分析するた

め，その内訳について下記の 4つの指標を算出

する。すなわち，①集落労働還元率（労務費÷

集落還元額× 100）， ②集落地代畦畔管理還元率

（地代畦畔管理費÷集落還元額× 100），③集落

作業委託還元率（作業委託費÷集落還元額×

100），④集落賃借還元率（賃借料÷集落還元額

×100）である。集落還元額を形成する 4つの要

素の内訳比率を把握することで，総収益との相

対比で示される集落還元率が低下傾向にあると

しても，集落内のいずれの活動に配慮、した集落

還元額の配分が行われているかを確認できる注

注5）これら 4つの指標は，一般の財務分析指標

の体系における付加価値率（付加価値額÷総収

益× 100）と労働分配率（労務費÷付加価値額×

100）の関係と，ほぽ同様の関係にある。

N 結果

集落還元率の変化

4年間の O法人における集落還元率の変化は，

2010年の 50.8%から 2013年の 37.2%まで低

下傾向を示している（第 1図）。その背景をみる

と，まず 2011年に当期利益が 2千万円近く生

じているが，この年の集落還元額にはほとんど

変化がみられないことから，当期利益は次期の

投資に向けて内部留保したものとみられる。次

に， 2012年は P店の 2,000万円近いパン売上

高が総収益に加算されるため，集落還元率の計

算式の分母である総収益が増加するのに対して，

分子である集落還元額は微増にとどまっている。

これによって，集落選元率は 2011年の 48.2%

から 2012年には 41.3%まで低下する。この理

由には，外部支出経費の増大が上げられ，その

内実はパン事業の開設に伴う諸費用である。

2013年は，さらに P店のパン売上高が 3,000万

円近くまで伸びるが， 2012年と同様に集落還元
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額は微増に留まるため，さらに集落還元率は

37.2%まで低下する。

以上のことから， 2010年から 2013年までの

4年間の範囲で集落還元率が低下した背景には，

集落還元率の分母となる総収益の伸びほどには，

分子の集落還元額が増加しなかったことがある。

その理由として，外部支出経費の増加が大きく ，

集落還元額の原資の蓄積が十分にできなかった

ためと考えられる。そして，この外部支出経費

の増化が収益性を低下させ，当期利益は 2012年

以降低下し続けている点も確認できる。以上の

トレンドについて一般企業を対象とした財務分

析の考え方で解釈するならば，一見すると O法

人は経営悪化の過程にあるとみることもできる。

ただし，ここで注目したい点は， 2010年と 2013

年対比では，集落還元額が緩やかながら増加し

ている点である（増加率 118.0%）。

2 集落還元額の構成要素の変化

集落営農法人の場合は，一般の企業経営分析
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とは異なる視点での解釈も必要となろう 。なぜ

ならば，事業の目的として最大利益の追求だけ

でなく，集落内部にどれほどの経済価値を還元

できたかが問われるからである。この事例では，

前述した通り集落還元額の絶対額は， 2010年と

2013年の対比で 118.0%と増加している。この

ように集落還元額の絶対額を上昇させることが

できた背景には，米粉パン直営店の開設による

地域内雇用の創出が挙げられる。

第 2図は集落還元額の内訳を示したものであ

るが， 2012年以降，集落内に支払われた労務費

のみが増加しており， 他の還元額に変化はない，

もしくは減少している。集落内の労働に支払わ

れた労務費は， 2011年と 2013年を比べるなら

ば，約 1,000万円近い増加がみられる。これは，

P店で働く集落内の雇用者の労賃である。先に

触れたよ うに，P店が開設した 2012年は，外部

支出経費としてのパンの製造（製粉業者への支

払い含む） ・加工 ・販売に関する生産資材費 ・集

落外部の労務費等が培加することになったが，

同時に，集落内の雇用を創出させたことで，集

落労働還元率 （集落還元額のうち集落内の雇用

に支払われた労賃の構成比）が上昇したのであ
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る（第 3図）。対して，集落地代畦畔管理還元率

や集落作業委託還元率，集落賃借還元率は低下

している。 こういった傾向がみられる点が，多

角化によって集落内の雇用を生み出した集落営

農法人の財務構造の特徴のーっといえるだろう。

v 考察

以上の結果より，次の 2点の考察が得られる。

第 1は，多角化型集落営農組織においては，

垂直的多角化を実施後の数年は集落還元率が低

下する場合があるが，その要因は，垂直的多角

化（例えば，米粉パン専門店の開設等）後にお

いて，立ち上げた新事業に関連する集落外部へ

の支出が増加するため，新規事業立上げ効果の

ーっとしての売上高の増大ほど集落選元額の原

資（利益）が増加しないためと考えられる。

第 2は，垂直的多角化した集落営農組織を経

営分析する際は，集落選元率のみに着目するの

ではなく，集落還元額のうち集落内の労働へど

れだけ還元されたかに着目する必要がある。 と

い うのも，集落選元率のみの評価ではその経営
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が悪化傾向にあるとミスリードしてしまう危険

性があるからである。一時的に集落還元率が低

下傾向にあるとしても，集落還元額の絶対額の

推移とその内訳としての集落労働還元率を見て

経営を評価することで，集落内の農作業や垂直

的多角化事業の担い手確保への貢献を積極的に

評価できる可能性が指摘できる。

VI 結論と今後の課題

本稿では，多角化を進める集落営農法人の集

落還元率を評価する際は，分子である集落還元

額と分母の総収益との関係を事業展開に沿って

相対的に評価すること，並びに集落選元額の内

訳を見て集落内労働への分配割合（集落労働還

元率）に着目することの重要さを提示した。

最後に本稿の結論として，冒頭の問題意識で

述べた平等化原理（ムラの論理）と効率化原理

（経営の論理）の聞に生じる対立・矛盾に向け

て，集落還元率をいかなる視点で評価すること

が望ましし、かについて考察を加えておこう。あ

る集落営農組織において集落還元率が低下する

と，集落の平等化原理を無視して効率化原理を

推し進めたものと判断しがちである。しかし，

その内実は本稿の事例に見られたように，集落

へ還元する付加価値のパイを拡大させつつ，新

規事業に関わる集落内労働へと平等化原理に基

づいて収益を配分している可能性がある。した

がって，集落内に生じる平等化と効率化原理の

聞のバランスの判断については、集落還元率の

推移だけでなく集落還元額や集落労働還元率を

合わせた総合評価の視点、が重要といえよう。

今後の課題として，次の 2点が挙げられる。

第 1は，集落還元額が持つ長期的ストックとし

ての性格の検討である。単年度でみるならば集

落内の労働等への対価フローとなる集落還元額

であるが，見方を変えれば一時的に集落構成員

にストックされる集落内資本と捉えることもで

きょう。この集落内に蓄積された潜在的な資本

を，今後の集落営農組織の持続的発展に向けて
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集落住民の合意の下にし、かに再調達（例えば，

増資）し運用するかといった点の検討である。

第 2は，時系列の経営展開に沿った集落還元

率の変化に関する多様なパターンの解析である。

本稿の事例とは異なる，具体的には垂直的多角

化後に集落還元率が上昇するケースの分析によ

り，新たな知見が得られることが考えられる。

これらについては，今後の課題としたい。
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