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経営計画 ・販売管理 ・財務分析を統合した農業経営意思決定支援システム

構築の現状と課題

梅本雅木・山本淳子＊・大石］［* 

1 .問題の所在と既往の研究

今日、担い手の育成が急務の課題となってい

るが、政策推進上の担い手として措定されてい

る認定農業者は、経営改善計画書の作成が条件

となっている。また、その認定農業者が農業経

営基盤強化資金等の借入れを希望する際には、

経営改善資金計画書の提出が求められる。但し、

その場合、認定を得る、あるいは、融資を受け

るためだけの計画作りであっては意味がない。

経営改善計画は、将来の収入や投資に伴うリス

クを事前に予測し、事業を確実に展開していく

上で前提条件となる重要なものだからである。

このような農業者の経営計画策定支援を目的

に、これまで、線形計画法などの経営計画手法

や、その計算ソフトに関する研究が進められて

きた＼）。 しかし、今日の状況は、経営計画に対

しても新たな試算方式を要請している。

まず、品目横断的経営安定対策の施行に伴う

生産条件不利補正対策の導入により、生産量 ・

単価に比例した収支計算はできなくなった。こ

のことは、直接所得補填を組み込んだ試算が求

められることを意味する。また、経営計画の評

価に当たっては、収支だけでなく、経営の財務

構成の変化に対する考慮、が不可欠となってお

り、特に、投資を伴う経営計画の策定の際には

この点の検討が求められる。さらに、販売戦略

の遂行に伴い、月々のキャッシュフローの把握

も重要な課題となってきている。したがって、

これらの点を考慮、した経営計画手法の更なる改

良 ・拡充が必要である。

そこで、本稿では、このような課題への対応

を念頭に置いて、品目横断的経営安定対策の下

での経営収支や経営改善計画案に対応した財務

＊ 中央農業総合研究センター

分析値を推計するとともに、最適な営農計画案

も策定できることを目的に開発した経営意思決

定支援システム 司について、その特色と、それ

を利用した経営分析結果について考察する。

2.システムの構成

本システムは、マイクロソフトエクセノレのブ

ック形式のワークシートとして構築されてい

る。その操作の流れを示したものが第 1表であ

るが、そこでは、財務データや労働時間デー夕、

経営計画に係るシナリオ（作物別面積・単価・

単収、投資 ・返済計画など）を入力すると、品

目横断対策下での収支や、計画期間（ 5年間）

の損益計算書や貸借対照表、月別キャッシュフ

ロー、財務指標などの値が自動計算され、シー

トに表示される。また、線形計画法を用いて営

農計画を分析しようとする場合には、作付けの

タイプや規模などの制約条件を課し（最適経営

計画分析シートにおいて必要なデータを入力）、

対象事例の貸借対照表データ

け ｜対象事例の部門別損益計算書データ

川 ｜機械施設装備一覧

社入｜月別収支の推移

刊カ｜作物別作業別時期別労働時間データ

け ｜経営計画、ンナリオ（面積・単価・単収など）

リ ｜品目横断的経営安定対策に関わる入カ

ド｜販売計画（シナリオ）
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営農計画策定支援ソフト BF Mの計算実行ボタ

ンをクリックすることで、最適な部門構成及び

収益が簡易に計算される。

このシステムの利用に当たっては、①決算書

（損益計算書、貸借対照表）、②固定資産台帳、

③作業日誌、④品目横断的経営安定対策に係る

過去実績や麦大豆の収量・品質デー夕、⑤今後

5年間の作物別面積、単収、単価に関する計画

値などが必要である。なお、作物別月別売上高

は、シナリオで設定した面積や販売管理の内容

などに対応した月別販売代金及び新制度の助成

金の交付時期に連動しており、資材費も面積に

応じて変化する。また、年次や借入金の返済計

画に基づき損益、資産（減価償却費）、借入金

残高が変わる。そして、これらの数値から、各

年次の損益計画書と貸借対照表を作成するよう

にしている。

3. システムの特徴とそれを用いた試算結果

1)品目横断的経営安定対策の影響評価

(1)経富収支への影響

本システムの特色の第 1は、品目横断的経営

安定対策下での政策的支援額（縁ゲ夕、黄ゲタ）

の試算式を組み込んでおり、現在の経営概要

（稲、麦類、大豆の作付面積、単収、単価、品

質）や過去の生産実績等を入力することで、新

制度下での稲、麦類、大豆収入が試算できるこ

とである。特に、新制度では、麦類や大豆の場

合、経営全体の収入は、緑ゲタの市町村別単価

×過去実績（平成 16～18年の 3ヶ年平均の契

約出荷数量÷地域の平均単収）＋品質別黄ゲタ

単価×契約出荷数量＋生産物販売単価×出荷量

で計算されることから、これら過去実質や品質

水準に対応した試算が求められることになる。

なお、第 2表は、茨城県下の水田作経営を事

例に、品目横断的経営安定対策下での経営収支

を試算したものであるが、従来と同等の面積、

単収、品質を前提とするならば、収入額は大き

くは変わらないことが分かるヘしかし、表よ

り明らかなように支援対象にならないと収入は

大きく減少する。したがって、収益向上のため

には、担い手としての要件をまず満たすととも

に、単収向上を図ること、特に、品質の良いも

のを生産していくことが重要となる。

(2）月別キャッシュフローへの影響

本システムでは、月別の販売金額や生産原

価を基に、月々のキャッシュフロー累積額を

計算するようにしている。このような月々の

キャッシュフローは、どの時期に生産物を販

売していくかという販売戦略の内容により変

化するが、さらに、品目横断的経営安定対策

の施行によっても影響を受けることに留意が

必要である。なぜならば、従来の麦作経営安

定資金や大豆交付金の支払時期に比べ、緑ゲ

タは12月、黄ゲタは 3月と遅れて交付される

第2表品目横断的経営安定対策の経営収支への影響

水稲
経営地の転作

言卜
大麦 小麦 大旦

対象作付面積（a) 1,000 900 900 1,800 4,600 
日IJ経営収量（kg/lOa) 48J 350 420 180 
提緑ゲタ面積単価（円／lOa) 21,584 28,955 19,632 

販売収入 1,920 31 7 376 2,334 
対 政策的｜過去実績 278 316 305 899 
策 支援額｜毎年の量・品質 54 74 171 299 
効新 （ゲタ）｜ゲタ合計 333 390 476 1,199 
果制 収入合計 1,905 364 397 852 3,518 
整 度 経営費 982 224 224 515 1,944 
理

品目別所得 923 140 173 337 1,574 

万 産地作り交付金 315 315 。 630 

円 産地作り交付金込み所得 2,204 

）対策に加入しない場合の収入 1,920 31 7 376 2,334 

対策に加入しない場合の所得 938 一192 217 139 390 
｛注）制度施行Z牛目（2668牟）ii:おける経営収支を試算するシートを示したものである。なお、収入減
少影響緩和対策は本システムでは省略している。また、はだか麦、二条大麦は大麦にまとめてしも。
シートは一部のみ掲載。
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第1図 品目横断的経営安定対策の施行に伴う資金繰りへの影響
（注）茨城県下のある水田作経営の制度施行前の会計データを基に、品目横断対策に移行して交付金の交付時期が変更された場合の
収入時期の変化を考慮し、その他の条件は一定と仮定したもとでの月別キヤツ、ンュフロー（現金収支）と、その2006年1月を基点、とする累

積額を示した。

予定であることから、 JA等による立替払い

がない場合、月々の収入額が大きく変わるか

らである。そして、このような年間の収入パ

ターンの変動は経営の資金繰りに影響を与

え、状況によっては新たな運転資金の調達を

要請することになる。

第 1図は、第 2表で対象とした経営事例の

制度施行前の月別収支のパターンを前提とし

て、 品目横断的経営安定対策に関わる助成金

の交付時期の変化を考慮した制度初年度（20

07年度）の月別キヤツ、ンュフローの状況を示

したものであるが、この図から、麦の収入時

期の 7月に大幅な運転資金不足が発生するこ

とが分かる。そして、実際上も、この法人経

営では図に示す状況が発生し、運転資金を調

達するため、会長（父親）が400万円、社長

（経営者）が約200万円会社に短期資金とし

て貸し付けるという方式で対応することとな

った 4）。この点で、このような資金繰りへの

対応を適確に図っていくために、水田作経営

は、今後、 日頃から運転資金の確保を心がけ

るとともに、併せて、経営内での稲麦大豆に

加えた新たな複合部門の導入・拡充に向けた

取組みを進めていく必要がある。

2）経営計画と財務分析の連動

本システムの特徴点の第 2は、経営計画と財

務分析との連動を図っていることである。

これまでの経営計画は、基本的に、面積や販

売単価に連動して収入や利益がどのように変化

するかを把握するものであった。しかし、大型

の機械施設を装備して事業の多角化を図るな

ど、資金借入れによる多額の投資を伴う場合に

は、それにより収入や利益の増加が期待できる

かもしれないが、同時に、負債も増大し、新た

な元利返済も発生する。したがって、そのよう

な投資を含む経営改善計画の検討に当たって

は、財務安定性などの財務指標も併せて確認し

ていく必要がある。

以上の問題意識から、本システムにおいては、

各計画年次の損益計算書の未処分損益や、減価

償却の変動に伴う固定資産の変化、投資計画 ・

資金返済計画に対応した長期借入金の増減など

を反映する方式で、貸借対照表の数値を計算し

ている。なお、経営計画の内容に伴って損益等

は年々変化するため、資産等の経年変化と併せ

て、それら計画の内容は財務データを規定する

ことになる。そこで、これら損益計算書や貸借

対照表の各期間の推計値をもとに、第3表に示
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第3表財務指標計算シート（一部）
区分 比率 実績 2007年 2008年 2009年 2010年 20日年 単位

収益性 総資本経常利益率 1.6 一2.7 1.4 1.6 5.4 5.2 % 
売上向経常利益率 5.1 -10.8 5.0 5.0 14.7 14.7 % 

資本回転 総資本回転率 32.45 24.92 28.59 31.34 36.79 35.14 % 
流動比率 143.l 59.1 2.9 -62.5 13.3 23.6 % 
当座比率 41.18 42.82 104.87 -164.49 115.25 ー78.33 % 

安全性 固定長期適合率 93.3 107.0 117.6 130.2 120.2 113.3 % 
自己資本比率 44.1 30.6 31.2 31.8 42.1 51.3 % 
売上品支払利息率 0.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 % 

キャッシュフ キャッシュフロー 4.12 2.33 4.13 4.13 12.13 12.13 百万円

ロ』ー 売上向キャッシュアロー比率 12.02 7.11 11.95 11.97 28.51 28.51 % 
成長性 売上両増加率 4.5 5.5 0.0 23.1 0.0 % 

生産性 従業員1人当り売上両 11.4 10.9 11.5 11.5 14.2 14.2 百万円

労働分配率 70.9 77.9 69.8 69.8 47.8 47.8 % 
（注）本表は、推計した損益計算書と貸借対照表から作成される財務指標を整理するシートの 部を抜粋して掲載した
ものである。なお、原シートには各指標の計算式も示している。

すような財務分析のための指標値を、計画期間

に渡って算出・表示するようにしている。

なお、本システムでは、財務指標として、収

益性、資本回転、安全性、キャッシュフロー、

成長性、生産性に区分して表示するが、このう

ち、収益性は、主に、総資本や売上高に対する

経常利益の割合から検討するようにしている。

これは、対象とする利益については売上高利益、

営業利益、経常利益など様々なものが考えられ

るが、例えば、水田作経営を念頭に置くならば、

産地づくり交付金などの助成金は営業外収益と

して処理されるのが一般的であることから、経

常利益を中心にその収益性を評価していくこと

が妥当と考えるからである。

一方、財務安全性については、短期の流動性

に関する流動比率や当座比率と、長期の視点か

らの固定長期適合率や自己資本比率とを併せて

評価していく必要がある。また、売上高支払利

息率も、負債の度合いを見る簡便な指標として

有効である 5I。

なお、生産性指標については、一般には付加

価値が用いられることが多いが、農業経営にお

いてはその数値の解釈が困難な場合も少なくな

い。そのためより簡明な指標として、本システ

ムでは、従業員 1人当たり売上高や労働分配率

など、労働に即した数値から生産性を把握する

ようにしている。

48 

3）品目横断的経営安定対策下での規模拡大

品目横断的経営安定対策における緑ゲタの導

入から、水田作経営が麦類や大豆の作付面積を

拡大していく場合、拡大した圃場での過去実績

の有無によって、経営収支は大きく変わること

となった。また、水田地帯では、いわゆる転作

受託と呼ばれる形態が多いが、その場合、産地

づくり交付金は、経営地の麦大豆作とは異なり、

一部、あるいは全額を地権者が受け取るケース

も見受けられる。そのため、転作受託により麦

大豆の面積拡大を図る場合には、地域の助成金

の配分方法により収益性も大きく変わる。

以上の背景から、本システムでは、経営計画

の際の今後のシナリオの中に、麦類や大豆の将

来の作付け地の内訳として、過去実績の有無や、

地目（水田、畑、転作受託地）を記入するとと

もに、経営地・転作受託地別の産地づくり交付

金の単価と、地目別の地代額を入力するように

している。これにより、今後拡大する園場が、

いわゆるゲタ（過去実績）なし農地か、過去実

績がある農地か、また、産地づくり交付金がい

くら得られるかが分かり、規模拡大による収益

向上効果をより正確に把握できる。

なお、本システムの特徴として、収支や財務

指標の算出と併せて、営農計画モデ、ル活用支援

プログラムBF Mを組み込んでおり、経営計画

の実行可能性や、最適な部門構成とそこでの収

益を試算できることがある 6I。そのため、上記
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転作受託・過転作受託・過

現状及び規模拡大のケース 20ha7.k田過水田過去実去実拡績大ありで去で実拡績大無し畑・過去実績畑過去実績
去実績有り績有りで拡大 あり拡大 無しで拡大

限界利益総額（万円） 2,674 3,196 3,081 2,814 3,031 2,767 

収益（利益）の増加額（万円） 522 407 140 357 93 

作物名 地目 過去実績 最適解での作物別作付面積（ha)

水稲 水田 有り 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 

水田 有り 7.82 11.79 7.82 7.82 7.82 7.82 

転作受託地
有り 。 。 3.97 

小麦 無し 3.97 

畑
有り 3.97 

無し 。
水田 有り 。 1.03 。 。 。 。

転作受託地
有り 。 。 1.03 

大麦 無し 1.03 

畑
有り 1.03 

無し 。
水田 有り 7.82 12.82 7.82 7.82 7.82 7.82 

転作受託地
有り 。 。 5.00 

大豆 無し 5.00 

畑
有り 5.00 

無し 5.00 
延べ作付面積（ha) 27.82 37.82 37.82 37.82 37.82 32.82 

（注）本表は、第2表で事例とした水田作経営を素材に、経営面積（水田）20ha、労働力3名で、水稲、小麦、大麦、大豆を作付ける
(71<田の30%は転作として麦類・大豆を選択）という前提にもとで、そこから地目や過去実績の異なる農地を5ha.拡大するとした場合
の最適解（部門構成及び最大収益）を、本システムに組み込んである営農計画策定支援ソフトBFMを用いて試算したものである。
なお、地目により産地作り交付金や地代が異なるが、このうち、地代は、麦大豆作の場合、水田12,500円／lOa、畑5,000円／！Oa、転
作受託地無し、産地作り交付金は、経営地48,000円／lOa、転作受託地、畑は無しとしている。転作受託に比べ畑での面積拡大の
収益増加額が少ないのは、畑について札口00円／lOaの地代を設定していることによる。地目による単収、品質、経費等の差は設け
ていない。なお、転作受託地とは、生産物の処分権は耕作者が受け取るが、正式fよ利用権設定ではなく、いわば期間借地の形式
で転作作物の耕作のみ担い手が請け負っているものである。拡大する農地の緑ゲタは、便宜上、地域平均単収から試算しており、
この地域では、小麦28,955円／lOa、大麦21,584円／lOa、大豆19,632円／lOaとなっている。表頭の限界収益総額とは、総収入から
変動費を控除したものであり、固定費が含まれることから、所得とは異なる。収益（利益）増加額は、 20ha規模での限界利益総額を
基に、規模拡大した各ケースの限界利益総額との差額（増加額）を示したものである。

のように異なるシナリオに添った営農計画別の

最適な部門構成や、そこでの収益性の比較検討

を実施することができる。

第4表は、上記の問題意識をもとに、現状の

20ha規模からさらに 5ha麦大豆作の面積拡大

を計画した場合の、当該圃場の過去実績の有無

や、地自の違いによる収益の増加額を比較した

ものである。この表から、最も利益を確保でき

る実行可能な営農計画を策定したとしても、過

去実績有りの水田で拡大した場合には 522万円

の収益増加が期待できるのに対して、実績無し

農地を転作受託として拡大した場合には 140万

円、また、同じく畑で面積拡大した場合には 93

万円と、同じ 5haの規模拡大であっても、そ

の効果は大きく異なることが分かる。すなわち、

緑ゲタや産地づくり交付金が得られないまま麦

大豆作を拡大しでも、十分な収益向上にはつな

がらないのであり、この点で、拡大する圏場が

どのような条件下にある農地かを事前に十分検

討するとともに、併せて、緑ゲタや産地づくり

交付金が面積拡大を志向する担い手に確実に引

き継がれるような地域的な支援が求められる。

4. システムの改善方向

本システムの特色に新制度の影響把握がある

が、その本来的目的は、経営計画の実効性確保

と、財務安全性など多角的な観点から計画の検

討を支援することにある。また、様々なシナリ

オ設定に基づく試算を通して、より高度な経営

計画の策定や財務分析の実施など、経営者能力

の向上にも寄与すると考えられる。したがって、

今後は、本システムを改良し、汎用性を持った

実践的なビジネス・シミュレーション手法とし

て拡充していく必要がある。

このようなシステムの発展に向けては、今後、

以下の点の検討が必要である。

まず、本システムの入力様式は、決算書など

の一般的な書式に合わせているが、財務分析に

必要となるデータは多岐に渡ることから、分析

目的に応じて最小限必要なデータのみを入力す
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る方式が求められる。また、収入の推移や、月

々のキャッシュフロー、一連の財務指標値の特

徴点の把握を容易にするために、今後、それら

のグラフ化を図る予定である。

第 2は、複式簿記を記帳していない個人の認

定農業者でも利用な可能な方式の導入である。

その場合でも青色申告決算書は必要となるが、

それに若干の情報を追加することで、法人経営

と同様の財務分析は可能であると考えられる。

第 3は、集落営農組織への適用である。集落

営農組織も、法人化すれば本システムを直接利

用できるが、任意組織の場合には、組織化の効

果や、収益配分のあり方などがむしろ問題とな

ることが多い。そのため、そのような集落営農

に合わせた試算が実施できる分析画面を追加す

る必要がある。

最後に、本システムでは期末の損益処分を自

動化しているが、本来は、それらは経営者が決

定すべき事項である。そのため、そのような利

益処分に係るシナリオを利用者自らが設定・選

択できるようにするとともに 7にさらに、財務

分析においては、キャッシュフロー計算書の作

成支援なども組み込んでいくことが求められ

る。

これらシステムの拡充を進め、 2007年度中

にはホームページ上で改良パージョンを公開し

たいと考えている。

注

1）経営計画手法に関する研究レビューについては、

例えば、久保嘉治・永木正和・樋口昭貝ljf農業経

営計画論」長憲次編『農業経営研究の課題と方

向』日本経済評論社、 1993年、 pl89203を参照さ

れたい。また、本稿と同様の問題意識に立って、経

営計画と財務分析との統合の概念整理を図ったも

のとして、南石晃明・阿部純也・平石武・相原貴之

「農業計画における生産計画と財務分析の統合一

生産計画と連動した法人経営財務諸表の推定手

法一j農業経営研究第40巻第2号、 2002年、 pll2 

2がある。

2）本システム（品目横断的経営安定対策下における
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農業経営意思決定支援システムVer2.0）は、中央

農業総合研究センター農業経営研究チームのホ

ームページ（http://narc.naro.a倍c.go必／team/frnr

t/index.htm）からダウンロードして利用できる。な

お、品目横断的経営安定対策は、本システムでは

生産条件不利補正対策を中心に構築していること

から、収入減少影響緩和対策も含むより詳細な分

析（市町村別緑ゲタ単価をダウンロード時に自動

的に読込むよう設定）用として、上記ホームページ

に「品目横断的経営安定対策」収支試算システム

Verl.Oを作成、公開している。

3）このような新制度の試算については、山本淳子、大

規模水田作経営における近年の政策改革の影響

評価と経営戦略、関東東海農業経営研究、 97、p5

16、2007年においても同様の分析を行っている。

4）茨城県内の別の水田作経営では、 2006年度、麦類

の収入が7月に695万円あったが、 2007年7月は麦

代金のみの支払のため総額で27万円しか入金が

なかった。その後、 7月末lζ］Aの立替払いがあり資

金手当ては一定程度（従来の金額の約50%）なされ

たが、これまでと比べこの時期の収入は大きく減少

した。

5）これらについては一応の目安はあるが、農業の特

質もあり、一般企業を念頭においた標準値を一律

に適用していくことは適当ではない。なお、この点

については、農林漁業金融公庫が融資先法人経

営の営農類型別平均値等を提供している（性辺正L

www.afc.日o.io/your-field/investigate/SL/pdf/h18 

主込£笠）。

6）この経営計画手法を適用するには、 BFM及びXL

Pを事前にインストール（上記注2のウェブサイトか

らダウンロード可能）しておく＆；、要がある。

7）本システムでは、損益計算書と貸借対照表とを自

動的に連動させるため、利益処分の方策として、

利益が発生した場合にはそれを現金として保有す

るが、 10万円以上の現金は、短期借入金がある時

はそれを返済し、それが10万円未満となった場合

は、不足額を短期借入金として調達することとして

いる。なお、この10万円は、自動計算の前提として

仮定的に設定しているものである。
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