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｜｜ 報告論文 11 

補助金の会計処理が農業経営に与える影響
－青年就農給付金を例に一

木原奈穂子

（京都大学大学院）

The Effect of Accounting for the Subsidy to Farm Managem巴nt(Nahoko KIHARA) 

I問題意識と課題

1 問題意識

農業に対する制度補助金には2つの特徴がある。

1つ目は使途が明確であることであり，経営体育

成支援事業のような施設・設備の投資への補助か，

経営所得安定対策のような所得補償への補助かの

2つに大別される。 2つ目は直接的に農業経営の

所得向上に関わることである。他産業における制

度補助金は，製品開発や販路開拓のように社会経

済への波及効果を見越した間接的な補助が多数見

られるのに対し，農業では所得向上への直接的な

補助が大半である。つまり農業では制度補助金が

事業運営に寄与する割合が高いと言える。

このような状況において問題となるのが，事業

運営における補助金の会計処理方法である。所得

向上に直接的に影響を与える制度補助金であるた

め，その会計処理方法によっては，個別農業経営

の事業戦略の立案に影響を与える可能性がある。

2 現状の補助金会計処理と課題

農業経営においても納税申告が必要であり，制

度補助金の受給も規定に従った会計処理が必要と

なる。このため税務会計に焦点が当たりがちであ

るが，古塚・高田［4］は補助金の会計処理方法と

しての圧縮記帳が税制上の措置であり，会計理論

上の根拠のなさを指摘している。補助金申請には

中長期経営計画が必要となり，事業永続性のため

の管理会計的視点が必要であると言える注1）。

特に農業経営の場合，土地や機械・施設が経営

に与える影響が大きく，経営基盤強化の意味にお

いては，農用地の集積や機械・施設への投資など

を指すことが多し、注2）。その一方で税理士による

補助金の会計処理については，納税申告の手続き

上，税務会計的視点から単年度所得に主眼が置か

れやすいと言え，収益項目ないし営業外収益，特

別損失としての処理が推奨されがちである注3）。

このような状況の下，本研究では補助金の一つ

である青年就農給付金に着目し，補助金の会計処

理方法が個別農業経営の事業戦略に与える影響を

考察する。青年就農給付金は経営基盤強化を目的

としながらも土地や機械・施設への投資に限定し

ないところに特徴があると言え，そのため定住支

援の側面からの研究は多数見られるが（今野［2l,

日野［3］），新規就農者の経営基盤強化を会計的側

面から捉えた研究は見られない。そこで本研究で

は新規就農者の経営成績を評価する会計指標を管

理会計的視点から捉えることで，次代経営者の成

長モデ、ルを考察していくことを目的とする。

注 1）利害関係者への経営報告としての財務会計も

あるが，本研究では経営者による業績評価・

戦略策定のための管理会計に焦点を当てる。

注2）平成 27年度施行の経営基盤強化促進法は農

用地の利用集積を目的としているが，一般的

な経営基盤はヒト・モノ・カネであり，経営

基盤強化とは効率的な組織の構築や戦略の策

定，財務基盤の確立などを指す場合が多い。

本研究における「経営基盤強化」は，一般的



な経営基盤の中でもカネの部分の強化として，

特に自己資本の増加に着目する。

注3）安達［I］では，農業法人の補助金受給について，

価格補填，作付助成は収益項目に，利子補給

や一般補助は営業外損益の雑収入に，建物等

建設補助金は特別損益の項目にすべきである

としている。法人会計の場合の補助金の会計

処理方法は論を改めたい。

E 青年就農給付金の概要と分析方法

1 青年就農給付金の概要

青年就農給付金は平成24年度施行の新規就農・

経営継承総合支援事業の一環として，原則 45歳

未満で地域振興計画と連携する新規就農者に対し

て給付金を給付する事業である。補助額は定額の

年間 150万円であり，半期ごとに支払われる。準

備型と経営開始型の 2種類があり，前者は就農前

に農業経営体等で研修を受ける際に申請できる給

付金で最長2年の給付，後者は独立自営経営を開

始した際に申請できる給付金で最長5年の給付で

ある。また確定申告時の処理方法も青年就農給付

金の事務手続きの手引きで規定されており，準備

型では白色申告による雑所得，経営開始型では青

色申告による事業所得としての処理が求められる。

しかし所得補償でも固定資産購入でも一律に所

得となるため，補助金の使途によって税務会計処

理では正確な経営実態が財務諸表に反映されず，

経営状況を誤認させる可能性がある。そこで青年

就農給付金の経営開始型を対象に，管理会計的視

点から分析を行う。

2 分析の前提

給付金は振込が確定になった時点で事業以外の

債権が発生するため未収金として扱い，入金後に

適当な勘定に振り替えることが考えられる。しか

し青年就農給付金を規定通り事業所得とした場合，

経営開始時に収益を押し上げることになる。また，

これによる所得向上の期待感は経営基盤に見合わ
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ない固定資産の購入へとつながり，経営基盤強化

と逆行することも考えられる。

ここで管理会計的視点から，純資産勘定である

元入金勘定か事業主借勘定での処理が考える。事

業主借勘定で処理した場合，個人から経営主への

元入としての処理となり，期末決算整理仕訳時に

事業主貸勘定と相殺，元入金勘定に組み込まれる

ことになるが注4），事業主貸勘定は個人消費他，経

営主が個人宛に行う純資産の引出であり，経営開

始時には事業主借勘定より大きくなることが多い。

このため，青年就農給付金を事業主借勘定として

処理した場合，事業主貸勘定の方が大きくなり，

経営主への所得補償ではなく，個人への生活保障

の意味合いになる可能性が非常に高くなる。

故に本研究では元入金勘定を直接増やす方法を

考察する。個人事業主の場合，元入金は経営状況

によって変動するが故に経営の健全性，他機聞か

らの信用の尺度になり得る。つまり元入金勘定は

個人事業主での経営基盤の頑強さを示す値である

と言える。そこで管理会計的視点から青年就農給

付金を元入金として処理し，所得として処理する

税務会計との収益性の違いを比較することによっ

て，本研究における経営基盤強化の意味を捉える。

3 分析方法

現状の青年就農給付金の税務会計処理では，給

付金も含めた所得合計から費用分を差し引くこと

によって事業所得が計算される（第 1図）。 1年目

の元入金は経営開始時の現金・固定資産額になる

が， 2年目以降の元入金勘定は 1年目の元入金と

1年目の事業所得， 1年目の事業主勘定の相殺額

との合計額となる（第2図）。しかしこの処理方法

では，事業主勘定相殺による影響から家計と経営

が未分離になり，経営分析結果が暖昧になる。

そこで管理会計的視点から青年就農給付金を直

接，元入金勘定で処理する（第3図）。 2年目以降

の元入金勘定は前期元入金と青年就農給付金，前

期の事業所得の合計額として再定義する（第4図）。

これにより算出した元入金をもとに当期元入金

と当期純利益の和である自己資本を算出，経営分

析を行う。分析内容は売上高利益率注5）と自己資
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本利益率（ROE）注6），加えて青年就農給付金を固

からの投資として捉えた場合の投資効果として青

年就農給付金 ROI注7）を設定し，それぞれの税務

会計処理と管理会計処理との違いを明らかにする。

費 用

事業所得

P/L B/S 

負債

資産 I 元入金
事業主貸 ｜ 事業主借

事業所得

第 1図 税務会計による青年就農給付金の処理

1年E Z年目 3年目

第2図 税務会計による元入金

P/L 日／S

第3図

1年目 2年目 3年自

第4図 管理会計による元入金

注4）現状，青年就農給付金は，個人口座に振り込

まれるため新規就農者の生活保障として捉え，

個人から経営主への元入とする方法もあるが，

直接的な経営基盤強化とは言えない。

注5）企業での「売上高営業利益率j では事業外の

損益は計算に含まない。しかし個人事業で青

色申告を行う農業では特に，事業外の費用が

切り離し辛い。そこで本研究では事業外の費

用も含む原価を「経営原価」とすることで事

業全体の収益性を測ることとし，「売上高事業

所得率」として計算する。売上高事業所得率

＝事業所得／売上高× 100 (%) 

なお，農業における企業利潤は農業所得から

家族労賃，自己資本利子見積額，自作地地代

見積額を除いた額で求めるが，青年就農給付

金対象者は物財の購入及び家族労賃の額が小

さく，それを基に計算する自己資本利子見積

額も小さ くなる。また青年就農給付金の交付

要件は農地の賃借が基本であるため，自作地

地代見積額もほぼない。このため本研究では

これらの費用を計算に入れず，事業所得を一

般企業での当期純利益と同等に扱っている。

注6）自己資本利益率（ROE）＝当期純利益／自己

資本× 100（%）。本研究では当期純利益を事

業所得として計算する。

注7)青年就農給付金ROIは次式によって計算する。

青年就農給付金ROI＝事業所得／青年就農給

付金給付額× 100(%) 

E 事例と分析結果

1 A氏の経営状況と分析結果

A氏は大学卒業後，平成 23年に兵庫県篠山市

で研修を開始した。平成 25年には認定農業者と

して岡市で経営を開始し，平成 26年より 青年就

農給付金を受給している。A氏は露地野菜作 1ha 

を一人で‘行っており，販路も自ら開拓，売上高は

約 100万円である。 Iターンため，現金のみが元

手となっている。A氏の青色申告による財務諸表

は第 1表～第2表の通り，このデータを基に管理

会計処理による財務諸表を第3表～第4表に示す。

第 1表 A氏損益計算書（税務会計処理）

（単位：円）

借方 貸方

経営原価 614,651 売上高 367,040 
．． ．．．．．．．．， 

H25 販管費’ 734,856 事業損失 一999,047

減価償却費’ 16,580 

経営原価 914,018 売上高 1,021,896 

販管費’ 1,328,713 雑収入 370,540 
H26 

減価償却費’ 青年就農給付金 750,000 109,039 
ー・・・・・・・・・・ ーー，司，帽・．．．．．，司・

事業績失 209,334 

資料 A氏の青色申告書より作成

注：H26は受給開始年で半期受給（75万円）である



第2表 A氏期末貸借対照表（税務会計処理）

（単位：円）

借方 貸方

現金・預金 1,962,806 流動負債 79,500 

流動資産 4,200 固定負債 5,278,000 
H25 

固定資産 元入金261,670 120,000 

事業主貸 2,250,000 事業主借 223 

事業所得 999,047 

現金・預金 2,828,629 流動負債 531,330 

流動資産 100,748 固定負債 7,278,000 
H26 ・・・・・・・・・ー”・『・『・ー・ーーーーーー

固定資産 877,731 元入金 3,124,824 

事業主貸 664,064 事業所得 209,334 

資料： A氏の青色申告書より作成

第3表 A氏損益計算書（管理会計処理）

（単位：円）

借方 ｜ 貸方

経営原価 614,651 I売上高 367,040 

H25 I販管費 734,856 I事業損失 999,047 

減価償却費 16,580 

経営原価 914,018 I売上高 1,021,896 

H26 I販管費 1,328,713 I雑収入 370,540 

減価償却費 109,039 I事業損失 959,334 

資料： A氏の青色申告書より作成

第4表 A氏期末貸借対照表（管理会計処理）

（単位．円）

借方 ｜ 貸方

現金・預金 1,962,806 I流動負債 79,500 

流動資産 4,2001固定負債 5,278,000 
H25 I f 

固定資産 261,610 I元入金 120,000 

長期貸付金 2,249,777 I事業所得 -999,047 

現金・預金 2,828,6291流動負債 531,330 

流動資産 100,748 I固定負債 7,278,000 

H26 I固定資産 877,731 I元入金 一879,047

長期貸付金 2,913,841 I青年就農給付金 750,000 

事業所得 959,334 

資料： A氏の青色申告書より作成

上記のデータより第5表の通り，税務会計・管

理会計双方の経営推移をまとめ，経営推移の数値

を基に経営分析を行った結果が第6表である。売

上高事業所得率，青年就農給付金 ROIはいずれ

も，税務会計より管理会計で計算する方が厳しく

なっているが，これは青年就農給付金を事業所得

として振り替えた場合，税務会計処理の方が収益
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性が高く出てしまうことを示している。

加えて ROEはどちらの場合も評価不能である

が，これは経営開始時の元入金が小さく， 2年目

以降は他人資本を経営原資とせざるを得ない状況

を示している。つまり Iターンでの新規就農の場

合，会計処理方法による収益性の違いにも注意が

必要であるが，それ以前に経営基盤といえる自己

資本の確保が必要であるということが言える。

第5表 A氏経営推移 （単位：円）

事業所得
959,334 

879,047 I 1,088,381 

資 料 第 1表～第4表のデータを加工して作成

注：自己資本は税務会計、管理会計とも同じとなる

第6表 A氏経営分析結果 （単位：%）

売上高事業 税務会計 ｜ 一20.5

所得率 管理会計 I 93.9 

自己資本利益 税務会計

率（ROE) 管理会計

青年就農給付 税務会計 ｜ 27.9 

金ROI 管理会計 ｜ 一127.9

資 料 第 1表～第4表のデータを加工して作成

注 1）自己資本利益率については，自己資本，事業所

得ともにマイナスとなるため，評価不能とした

2) H25には青年就農給付金を受給していないた

め，青年就農給付金ROIは計算できないが，受

給後の影響を考慮するため 0%としている

2 B氏の経営状況と分析結果

B氏は農業高校卒業後，中小企業に勤務するが

退職後に兼業農家の子弟として平成 24年に兵庫

県加古郡で就農，青年就農給付金の受給を開始し

た。 Uターンでの就農のため，現金・預金以外に

も機械・施設などの固定資産を元手に経営を開始

している。現在では2名のパート職員を雇用し，

約 13aの施設野菜作で直売所を中心に販売，売上

高は約 600万円である。経営開始年の台風により

ハウス倒壊を経験している。 B氏の青色申告によ
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る財務諸表は第7表～第8表，管理会計処理を行

った財務諸表は第9表～第 10表の通りである。

第7表 B氏損益計算書（税務会計処理）

（単イ立：円）

借方 貸方

経営原価 945,707 売上品 3,934,587 

H24 
販管費 1,306,635 雑収入 1,000 

減価償却費 2,350,815 （青年就農給付金） 750,000) 

事業損失 667,570 

経営原価 1,631,936 売上向 4,701,579 

H25 
販管費 2,324,877 雑収入 367,593 

減価償却費 2,397,725 青年就農給付金 1,500,000 

特別損失 9,609,052 事業損失 -9,394,418 

経営原価 1,706,061 売上向 5,987,271 

H26 
販管費 2,397,716 雑収入 23,815 

減価償却費 2,440,937 青年就農給付金 1,500,000 

事業利益 966,372 

資料： B氏の青色申告書より作成

注 H24に青年就農給付金を半期受給（75万円）して

いるが課税所得としなかったため括弧書きとした

第8表 B氏期末貸借対照表（税務会計処理）

（単位：円）

借方 貸方

現金・預金 2,882,701 流動負債 589,139 

流動資産 422,356 固定負債 0 
H24 』ーーーーーーーーー，．．．・・・・・・・・』ーー

固定資産 39,890,086 元入金 46,368,674 

事業主貸 3,095,100 事業所得 -667,570 

現金・預金 784,190 流動負債 535,233 

流動資産 439,438 固定負債 13,045,000
『・・・・・・・・ーー．ーーーーーーーーー－－・F

H25 固定資産 38,866,145 元入金 38,839,799 

事業主貸 3,077,720 事業主借 141,879 

事業所得 9,394,418 

現金・預金 928,763 流動負債 274,733 

流動資産 419,221 固定負債 11,776,000
ー・．．．．．．ーーーーーーーー司ー司・ー．．．，

H26 固定資産 35,100,738 元入金 26,773,837 

事業主貸 3,602,720 事業主借 260,500 

事業所得 966,372 

資料 B氏の青色申告書より作成

上記のデータより税務会計・管理会計双方の経

営推移をまとめたのが第 11表であり，これを基

に経営分析を行ったのが第四表である。ただし

B氏の場合，平成 25年の特別損失額が大きいた

め，分析に際して特別損失分の 9,609,052円を事

業所得，元入金に計上せずに考察した。

B氏に関しでもA氏と同様，売上高事業所得率，

青年就農給付金 ROIのいずれも税務会計より管

理会計で計算する方が厳しく，青年就農給付金が

事業所得を押し上げていることを示している。

第9表 B氏損益計算書（管理会計処理）

（単位．円）

借方 貸方

経営原価 945,707 I売上高 3,934,587 

H24 I販管費 1,306,635 I雑収入 1,000 

減価償却費 2,350,815 I事業損失 -667,570 

経営原価 1,631,936 I売上高 4,701,579 

販管費 2,324,877 I雑収入 367,593 
H25 I ”｜  

減価償却費 2,397,725I事業損失 ー10,894,418

特別損失 9,609,052 

経営原価 1,106,061 I売上高

H26 I販管費 2,391,116 I雑収入

減価償却費 2,440,937十事業損失

資料： B氏の青色申告書より作成

5,987,271 

23,815 

-533,628 

第 10表 B氏期末貸借対照表（管理会計処理）

（単位円）

借方 貸方
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2,882,701 I流動負債 589,139 

422,356 I固定負債 0 

39,890,086 I元入金 46,368,674 

3,095,100 ｜事業所得 -667,570 

784,190 I流動負債 535,233 

439,438 ＼固定負債 13,045,000 

38,866,145 ＼元入金 41,934,899 

6,030,941 ＼青年就農給付金 1,500,000 

事業所得ー10,894,418

928,763 I流動負債 274,733 

419,221 ＼固定負債 11,776,000 

35,100,738 ＼元入金 32,804,778 

9,373,161 I青年就農給付金 1,500,000 

事業所得 ー533,628
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資料： B氏の青色申告書より作成

注： 1)H24に受給し事業外収入になった青年就農給付

金は算入していない

2) 2年目以降の元入金は追加元入した機械・施設分

の増加と減価償却分の減少が影響している

また ROEも他の分析指標と同様，税務会計よ

り管理会計の方が厳しく評価され，横ばいになっ

ていることが分かつた。これは，税務会計上では



元入金を切り崩して経営を行うため，ROEは向上

するように見えるが，管理会計上では自己資本の

変動が小さくなることが原因と考えられる。

つまり Uターンでの新規就農の場合，経営開始

時の多額な元入金を切り崩す必要がある状況であ

るということが分かる。またそのような状況に対

して，青年就農給付金を税務会計処理することで

収益性を高く見積もることとなり，経営状況を大

きく誤認させることになると考えられる。

第11表 B氏経営推移 （単位円）

H24 H25 H26 

売上高 3,934,587 4,701,579 5,987,271 

事業所得 ｜税務会計 -667,570 
214,634 966,372 

｜管理会計 1,285,366 533,628 

自己資本 45,701,104 42,149,533 33,771,150 

資料第7表～第 10表のデータを加工して作成

注 1) H25の事業所得は第 7表，第 9表の事業損失

に特別損失問9,609,052円分を差し引いた金額と

し，自己資本はこの事業所得を基に計算している

2）自己資本は税務会計、管理会計とも同じとなる

第12表 B氏経営分析結果 （単位%）

H24 H25 H26 

売上高事 税務会計 4.6 16.1 

業所得率 管理会計
17.0 

27.3 8.9 

自己資本利 税務会計 0.5 2.9 

益率（ROE) 管理会計
1.5 

-3.0 1.6 

青年就農給 税務会計 14.3 64.4 

付金ROI 管理会計
89.0 

85.7 35.6 

資料．第7表～第 10表のデータを加工して作成

注’第 11表の数値を基に計算しているため，特別損

失分は分析に含まれない

N 考察とまとめ

本研究で設定した売上高事業所得率・ ROE・青

年就農給付金 ROIの3つの指標いずれに関しで

も， A氏・ B氏ともに税務会計処理の方が管理会

計処理よりも向上しており，管理会計処理の場合

が経営の実態に近い結果を表していると言える。

つまり，青年就農給付金を税務会計処理で捉える
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と，それが経営向上に貢献しているように見せか

けてしまう可能性があることが分かつた。

以上により，新規就農者の経営基盤強化には元

入金の強化に加え，管理会計処理によって経営状

況を正しく把握する必要があることが分かつた。

経営を開始したばかりの新規就農者にとって青

年就農給付金の果たす役割は大きい。特に経営基

盤強化と収益性誤認防止のためにも，実態に即し

た経営分析指標を算出し，事業戦略を立案する必

要がある。管理会計的視点で財務諸表を捉え直す

ことは，新規就農者が正確かっ有用な財務諸表を

活用することを可能とする。このことは，新規就

農者の次期以降の経営継続・経営目的達成に向け

た経営判断・意思決定となるだけでなく，新規就

農者の参入，定着に貢献すると考える。

新規就農者の成長には，自事業が生み出す利益

や生活費と切り離した自己資本，それを基とする

収益性を正しく捉える必要がある。次代経営者の

成長モデルとしては継続的に事例の状況を追う必

要があるが，経営指標のーっとして，売上高利益

率， ROEを捉える必要があると言える。

一方で，本研究に関してはA氏・ B氏の 2名の

事例分析によるものであり，試行的に就農した新

規就農者や被雇用者のような新規就農者の経営指

標の把握が必要である。そこで今後の課題として，

新規就農者の経営類型の明確化および類型毎の補

助金会計手法を明確にすることが挙げられる。ま

た，ほかの補助金に関しでも税務会計的視点と管

理会計的視点との違いを明らかにする必要がある。
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