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山口県における集落営農法人の経営指標の特徴と活用手法

高橋一興・吉山英明地-白石一岡IJ日・斎藤昌彦日

Feature and U se Technique of Management lndex in 

Village Farming"type Farm Corporations in Yamaguchi Prefecture 

Kazuoki TAKAHASHI， Hideaki YOSHIY品仏

Kazuyoshi SHIRAISHI and Masahiko SAITO 

Abstract: We made a management index for village farming"type farm corporations， 

and the features of the management of them were clarified based on these 

management indices. Moreover， we developed a technique for visualizing the 

financial health of village farming"type farm corporations by using these 

management indices. The management index was made based on the financial 

statements of 47 village farming"type farm corporations in Yamaguchi Prefecture 

in 2007 and 2008. 

The capital adequacy ratio in these village farming"type farm corporations was 

40.9 % in 2007 and 42.3 % in 2008， and the current ratio was 210.5 % and 232.7 

% respectively. Also it was shown that the financial soundness of these village 

farming"type farm corporations was comparatively high. The current profit ratio 

was 6.9 % in 2007 and 14.1 % in 2008， the gross profit ratio was "14.1 % in 2007 

and 2008， and it was shown that the profitability greatly depended on the 

non"operating income. In addition， it was shown that the amount of compensation 

per person for each constituent member in the village farming"type farm 

corporations in Yamaguchi Prefecture was 206，045 yen and 260，366 yen in 2007 

and 2008 respectively. 

Moreover， our visualization technique for expressing the financial health of 

village farming"type farm corporations uses the image of a person's face to 

represent six management indices related to financial soundness， profitability， and 

productivity. Therefore， we were able to be confirmed that this technique was able 

to more effectively communicate the financial health of the village farming"type 

farm corporations to those who analyzed it. 

Key Words amount of compensation， capital adequacy ratio， face， 

current profit ratio， visualization technique 
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緒言

山口県では、担い手の高齢化が進む中で、

2007年度からの 3カ年を担い手育成集中期間と

して位置づけ、山口県担い手育成総合支援協議

本現在長門農林事務所

ドド現在 岩国農林事務所

会を中心lこ、集落営農法人の加速的育成を図っ

ており、 2010年 3月末現在、 88の集落営農法人

が設立されている(第 1表)。これらの法人は全

て、農地の一体的な管理の主体となる特定農業

法人であり、その大部分は、(金子、 2000) の類

型にある集落ぐるみ型法人である。

こうした状況の中、今後の担い手育成におけ

る最重要課題は、特定農業団体を中心としたさ
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第 1泰 山口県における集落営農組織の設で7状況 (2010年 3月末現，在)

法人形態 2006年3月 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月

集落営農法人農事組合法人 14 35 50 60 79 

有限会社

株式会社

合同会社

合計

2 3 

16 38 

特定農業団体 6 78 

z山口県農林水産部農業経営課資料をもとに作成した

らなる集落営農法人の育成と、法人設立後の経

営強化に対する支援である。

とりわけ、設立 3年以内の法人が全体の 8割

以上を占める木県の現状を考えれば、財務諸表

分析に基づく既設法人の経営強化支援が重要に

なる。

しかし、農業法人の財務諸表分析については、

一般の企業経営分析に準じて行われることが多

く、また、その基準となる経営指標についても、

一般企業のものを適用せざるを得ないのが現状

である。これに対し、(桂、 2000) は、資本結合

型経営を対象とした利益追求視点に立つ分析手

法は、一部の限られた農業法人にしか適用しが

たいことを指摘した上で、農業法人の法的形態

や経営的性格に基づく、類型別の分析指標の必

要性を示している。

こうした視点に立つ既往の研究としては、(竹

山、 2007)が島根県内の集落営農法人を対象に

経営指標の設定を試みているが、指標作成に用

いた対象法人数が 4法人と、限定的なものとな

っている。

以上の現状を踏まえ、本研究では次の 3点に

取り組んだ白 1つめは、県内集落営農法人の財

務諸表分析をもとに、集落営農法人の経常管理

に活用できる経営指標を作成するとともに、県

内集落営農法人経営の特徴を明らかにした。次

に、集落営農法人の経営管理指導のツーノレとし

て、作成した経営指標を使ってより簡単に集落

営農法人の経営状態を視覚化できる分析手法の

作成を行った。最後に、作成した分析手法を用

いて県内集落営農法人の事例分析を行い、本手

法の適応性について検証するとともに、集落営

農法人の経営発展上の要点について整理ーした。

材料及び方法

1集落営農法人における経営指標の作成

経営指標の作成は、|上l口県内の集落営農法人

のうち、 2007年度または2008年度の総会資料の

提供を受けた、 47法人の財務データをもとに行

った。

作成の対象とした指標は、安全性の 4指標(流

動比率、当座比率、自己資本比率、固定長期適

2-

4 

54 

79 

5 

66 

82 

f υ 

3 

合率)、収益性の 5指標(総資本経常利益率、売

上高経常利益率、売上高営業利益率、売上高総

利益率、総資本回転率)、生産性の 6指標(構成

員 1人当たり売上高、作付面積10a当たり売上高、

作付面積10a当たり付加価値、労働生産性、労働

分配率、付加価値率)、並びに利益還元の 2指標

(作付面積10a当たり構成員還元額、 1人当たり

構成員還元額)の計17指標である。なお、本研

究での付加価値とは売上高から材料費を差し引

いたものとした。また、構成員還元額とは、労

務費(従事分量配当含む)、支払小作料、役員報

酬の合計とした。

指標の作成は、各法人で使用されている勘定

科目を、全国農業協同組合中央会の示している

「農業法人の勘定科目標準例J(森、 2007) に統

ー した上で行った。また、各指標については、

集落営農法人の代表値として中央値を算出し、

その特徴を明らかにした。更に、これらの指標

の中で可能なものについては、国が中小企業の

信用データベースとして構築した CRD (中小

企業信用リスク情報データベース)に蓄積され

ているデータのうち、農業分野3，597社の中央値

(以下、業界中央値と表記)との比較を行った。

なお、農事組合法人で、従事分量配当制を選

択している法人においては、法人の利益を 1年

間の組合員の労務提供と労働内容に応じ、剰余

金処分案によって配当することから、総会資料

上では労務費が費用として計上されていないこ

と、また、これらの法人の多くは、期中に従事

分量配当の「仮払Jを行っており、総会資料上

では資産部分に「仮払」として計上されたまま

の状態となっていることを考慮して、「仮払」を

労務費として費用計上し、貸借対照表と損益計

算書から控除した上で、分析を行った。

2集落営農法人の経営状態の視覚化手法の作成

作成した経営指標を用いて、集落営農法人の

経営状態を視覚化する手法を作成した。手法の

作成に当たっては、多変量データのグラフ化手

法の一つである、 (Chernoff、1973)の考案した

顔型グラフを参考にして、法人の経営状態を平

易に伝えられるよう、人の顔のパーツを使って

表現する方法とした。
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3経営状態の視覚化手法を用いた県内集落営

農法人の経営発展事例分析

作成した集落営農法人の経営状態の視覚化手

法を用いて、集落営農法人の経営発展事例分析

を行い、手法の適応性を検証するとともに、経

営発展上の要点やその効果について検討を行っ

た。対象事例は、 2008年度において、経営状態

の視覚化手法による総合ポイントが高い類型の

中で、経営多角化度合(売上高に占める、野菜、

加工部門の売上高の割合)が高い 3つの法人を

選定した。検証方法については、対象法人の財

務諸表をもとに、あらかじめ分析した結果を対

象法人の代表者に提示し、その変化の要因とな

る経営上の事象について、聞き取り調査を行う

方式とした。

結果及び考察

集落営農法人の経営指標とその特徴

本研究で対象とした47集落営農法人の経営概

況を第 2表に示す。このうち、財務データが得

られた法人数は、会計年度別に、 2007年度のみ

が 6法人、 2008年度のみが 9法人、両年度とも

に得られたのが32法人である。従って、分析対

象となるのは、 2007年度38法人、 2008年度41法

人となる。法人形態別では、有限会社が 1組織、

農事組合法人が46組織で、農事組合法人のうち、

従事分量配当制を採用している法人は43法人で

ある。これらのデータをもとに各経営指標の代

表値として中央値を算出した(第 3表)。

各指標の特徴は次のとおりである。

1)安全性

財務体質の安全性を示す自己資本比率につ

いてみると、 2007年度及び2008年度の中央値

はそれぞれ40.9%及び42.3%と高い水準にあ

り、業界中央値と比較しても高い。このこと

は、集落営農法人においては相対的に負債へ

の依存度が少ないことを示しており、一方で

は、利益の内部留保による自己資本の強化が、

比較的順調に進んで、いると考えられる。この

ことから、集落営農法人の財務体質の安全性

は、比較的高いと考えられる。

次に、短期的な債務返済能力を示す流動比

第 2表 盆1li社象法人 Yの経嘗概況 ill法人j
区分 経営年数構成員数作付面積 (ha) 総資産(千円) 売上高(千円)

最小値 χ l 5 2.8 1，254 2，897 

中央値 χ 2 32 23. 1 14， 596 18，011 

最大値ヌ 16 146 16l. 3 206，093 128，986 

父各項目の最大値、最小値、中央値は2007年度および2008年度の全データをプーノレしたうえで算出したもの

y分析対象とした47法人のうち、 2007年度のみ財務データが得られたものが 6法人、 2008年度のみが日法人、
両年度ともに得られたものが32法人である

第3表 集落営農法人の経営指標

年度(組織数)

項目 F旨 士t示Ilti 2007 2008 
業界文

(38m断裁) (41組織)
中央値

安全性 自己資本比率(%) 40.9 42. 3 5.0 

流動比率(%) 210. 5 232. 7 119.4 

当座比率(%) 127. 2 160. 9 48.4 

|出定長男i適合率(%) 55.5 64. 1 77.4 

収益性 総資木経常手Ij括率 (%) 8.5 17.6 O. 5 

売上高経常利益率(%) 6.9 14. 1 0.4 

売上高営業利益率(%) -23.0 -26. 0 -1. 1 

売上高総利益率(%) -14.1 -14.1 30.9 

総資本回転率(同) 1.2 1. 1 1. 1 

生産性 構成員 1人当たり売上向(円) 469，096 678，612 14，952，000 

作付面積10a当たり売上高(円) 70，543 93，430 

作付面積10日当たり付加価値(f斗) 48， 125 70，090 

労働生産性 (1斗) 312， 122 541，677 

労働分配率(%) 48.4 47. 3 

付加価値z率(%) 68. 7 72.8 

利益還冗作付面積10日当たり構成員還元額Y (円) 30，623 41，476 

1人当たり構成員還元額(円) 206，045 260，366 
〆付加価値は、先上高ー材料費とした
、構成員還元客員は、労務費(従事分量配当含む)、支払小作料、役員報酬の合計とした

文業界中央値とは、 2010年3月末現在、中小企業信用リスク情報データベースに蓄積されているデータのうち、農業分野3，597社の中央
値を示す -3 -
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率については、中央値が210.5%及び232.7%

で2カ年とも同等の水準で高く、業界中央値

と比較しても高くなっている。また、換金性

の高い当座資産の流動負債に対する割合を示

す当座比率についても、 2カ年で差はあるが、

100%を超えている。このことから、集落営

農法人における短期の支払能力や資金繰り

は、比較的安定していると考えられる。

また、固定資産に対する自己資本と固定負

債の投資割合を示す固定長期適合率は、中央

値は55.5%及び64.1%と100弘を下回っており、

業界中央値と比較しても優良な値となってい

る。このことから、集落営農法人における資

本の調達と運用の適合性は、比較的良好な状

態にあると考えられる。

2)収益性

収益性の総合指標である総資本経常利益率

については、中央値は8.5%及び17. 6%と2

カ年で差はあるが、業界中央値と比較して高

く、売上高経常利益率についても同様である。

また、総資本回転率については1.1回及び1.2

固と、業界中央値と同等の水準にある。

一方、売上高総利益率及び売上高営業利益

率は 2カ年ともマイナスで、同等の水準にあ

り、業界中央値と比較しでも極めて低い。 こ

れは、集落営農法人の生み出す商品競争力の

弱さを示している。これらのことから、集落

営農法人の収益性は、少なからず交付金等の

営業外収益への依存によって保たれていると

いえる。

3) 生産性

構成員 1人当たりの売上高については、中

央値は469，096円及び678，612円と 2カ年で差

はあるが、業界中央値と比較して極めて低い.

付加価値に占める人件費の割合を示す労働分

配率は、 47.3%及び48.4%と2カ年とも同等

の水準にある.この指標については、構成員

の労働意欲とのバランスを考慮する必

要があり、良否について一概にはいえないが、

志渡 (2007) の示す一般企業の標準値 (40~

60%)とあえて比較すれば、問題ない水準に

あるといえる。

4)利益還元

作付面積10a当たりの構成員還元額は、

30，623円及び41，476円で、構成員当たりに換

算すると、 206，045円及び260，366円である。

この指標について、(小田切、 2009) の知見

を基に、構成員の希望する経済的水準に対す

る貢献度という視点で評価する。小田切は、

2005年に山口県地域振興部が、県内中山間地

域の住民を対象に行ったアンケート調査の結

果から、地域住民の現状の経済的水準と、希

望する追加所得額について考察している。そ

の中で、中山間地域世帯では、現況の所得水

準に加えて、年収ベースで36万 ~120万円の

追加所得が求められていることを明らかに

し、この水準を満たす産業としての、集落営

農の可能性について示唆している。この知見

からすれば、本指標の中央値はこの水準に届

いていないものの、 2008年度の分析対象法人

の値をみると、 16法人がこの水準を達成して

いる。このことから、複合化や多角化等、今

後の経営展開によって、集落営農法人がこの

水準を満たすことは、十分可能であると考え

られるロ

2集落営農法人の経営状態の視覚化手法の作成

作成した経営指標を用いて、集落営農法人の

経営状態を視覚化する手法を作成した。本手法

は、各指標の代表値である中央値と、上位30%

に属する値の平均値との比較に基づき、法人の

経営状態を表す方法である。本手法の内容及び

集落営農法人の経営状態を視覚化する手順は次

のとおりで‘ある o

まず最初に安全性、収益性、生産性の面から、

集落営農法人の経営状態を特徴づける指標とし

て、各項目について 2つずつ、計 6つの指標を

選定した(第4表)。安全性については、資本構

造の安定性を示す自己資本比率と、短期の支払

能力を示す流動比率を選定した。次に、収益性

については、資本に対する経常利益の割合を示

す総資本経常利益率と、売上高に対する資本の

効率性を示す総資本回転率を選定した。また、

第4表 集落蛍農法人の経世状態の視覚化に用いる指標

項目 指標

安全性自己資本比率

流動比率Y

収益性総資本経常利益率

総資本回転率

生産性労働生産性

作付面積10日当たり付加価値

中央値 Z

42. 3出

上位30%z 

平均値

83. 7出

17.6拡 44.4出

1. 1回 3.0回

541. 677円 1，374，919円

70，090円 146，802円

a 
83. 7百以上

170判以上

44.4%以上
3.0回以上

1. 374. 919円以上
146， 802円以上

Z各指標の中央値、上位30見平均値は、 2008年度の分析対象法人41it人の財蒋データから算出した

3流動比率については、一般的目安(優良 170泊以上、普通 170~JOO司、 任意、 100%未満)を使用した

区分と基準値

b C 

83. 7~42. 3話 42. 3出未満

170~10側 100弘未満

44.4~17.6% 17.時未満

3. O~L 1回 1. 1回未満

1， 374， 919~541 ， 677円 541 ， 677円未満
146， 802~70 ， 090円 70， 090円未満
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るため、第 1図

の中央の図に従

って、安全性、

収益性、生産性

の各項目ご と

に、 A 二 5ポイ

ント、 B=3ポ

イント、 C二 1

ポイント、最高

15 ポイントと

して総合ポイン

トを計算したq

最後に、この総合ポイントをもとに、第 1図

の中央及び右の図の方法に従って、 「フェイスマ

ーク Jを作成した。フェイスマークについては、

安全性は輪郭、収益性は目、生産性は口であら

わすようにした。第l図の右の図の場合、安全性

はA 、収益性はB 、生産性はCで、総合 9ポ

イントとなる。 これにより、法人の経営状態を

分析者等に視覚的に伝えることができる。

a 

A B C 
5ポイント 3ポイント 1ポイント

安銚I(tz宝平
収益性 ，、，、 •• 、~、，“守

生産性 、ー' 届昌昌嗣 ，有国

1
0
 

(JC
時
起
事
潔

C 

c 0 a 
自己資本比率(%)

ト明司----ー園田園田1

フェイスマーク
ABC 

{宅包t眠副1.1酷句J

I!!"ポイ J トろ+:1";トI= ~l 

第 1図 総合ポイン卜によるフェイスマークの作成方法

生産性については労働生産性と、土地生産性を

示す作付市積10a当たりの付加価値を選定した。

次に、この 6つの指標について、 2008年度の

データをもとに、中央値と上位30%に属する値

の平均値を用いて、それぞれ a、b、 C の 3段

階の区分を設定した。例えば、安全性のうち 自

己資本比率については、 83.7% 以上ならば a、

83.7~42.3%では b 、42.3%未満ーならば C という

区分になる。なお、流動比率については、 短期

の財務安全性を示す重要な指標であることから、

財務状態がより悪化している経営体を明椛に区

分するため、志i度。の示す優良水準である 170%

及び、危険水準で、ある 100%を用いて区分を設定

した。

次に、これをもとに、第 1図の左の凶の方法

に従って安全性、収疏性及び生産性の 3項目に

ついて区分を行ったー第 1図の左の図は、安全

性の項目についての例であるが、横軸に 自己資

本比率、縦軸に流動比率をとり、第 4表で両指

標とも aに区分されるか、または、 一方が aで

他方が bに区分される場合は、安全性について

はAに区分されるとする。また、阿指標が bま

たは、 一方が aで他方が C に区分される場合は

B 、両方が Cまたは、 一方が bで他方が Cに区

分される場合はCに区分されるとする。以下、

収益性、生産性についても同様に区分を行った。

次に、これらの区分をもとに、法人の経営状

態を点数化により総合的に判断できるようにす
第 5表 集落営農法人の経営状態の視覚化手法による分析結果 (Aファーム)

3経営状態の視覚化手法を用いた県内集落営農

法人の経営発展事例分析

作成した集落営農法人の経営状態視覚化手法

を用いて、集落営農法人の経営発展事例分析を

行い、手法の適応性を検証するとともに、経常

発展|二の要点やその効果について検計を行った。

各事例における検計結果は次のとおりであ

る。

1)事例① Aファーム

Aファームは、 2008年度で経常 8年目を迎

えた法人で、経営多角化度合(売上高に占め

る、野菜、加工部門の売上高の割合)は18.7

%である(第 5表)。経営 2年目から女性を

積極的に活用し、近隣の加工所を活用した餅

等の加工に取り組み、経営 3年 目には雨よけ

トマトを導入している。また、 5年円からは

会計年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
経営年数 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目

構成員数 26 26 26 26 26 26 26 

作付面積 (ha) 20.2 20. 5 19‘7 19.2 19.7 20.5 22. 1 

作付面積10.当たり売上高(円) 82.020 109.636 135. 181 152. 144 143.890 158.326 160. 111 

1人当たり構成員連元額(円) 142，648 470，823 562，812 521， 142 486， 198 519，043 616，742 
経営多角化度合(%，) 3.0 19.8 15‘9 15.8 16. 3 21. 6 18. 7 一一一一一一一一一一一一ー一.-.'ーー一一ー一一一…ー四『戸 …ー…総合ポ fンド 5 13 13 13 9 7 9 

CBC AAB AAB AAB ACB BCB BBB 

フェイスマーク γ V 回 回 回 回 A d込
部門の -オ〈稲大豆 -トマト導入 -農到事業導入(林路作業)
変化

園加工嘩入

-女性のIJ@字書面 圃栽培担当者の明確化 ，..， .._...拍園田・H圃，...~.~.._~-山山山品目.. 恒園田町園 田町ーーー
-雇用の確保-労働力の低下

経営上の特徴 (料乱万〈普哩、除草高明世子巨) -作業照合等による野菜glf~の
問題点、対熊等 -高い義培ノヲハウ(トマト) 収益低下

'Aファームの2002年度かち2008年度の総会資料およひ、 Aフア「ムLこ対する聞き取り調査より作成
y r総合ポイント」および「フヱ fスマーク」は、2.008年度の介析対象法人41法人の財務デ-5かち算出した基準(置をもとに作成
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第 6表 集落営農法人の経営状態の視覚化手法による分析結果 (Bファーム) z 

会計年度 2004 2005 2006 2007 2008 

経営年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

構成員数 25 25 25 25 25 

作付面積 (ha) 12. 5 23. 5 30. 5 31. 5 33. 1 

作i寸面積10a当たり売上高(円) 66，540 79，931 96. 522 135.961 152，633 

1人当たり構成員還元額 (円) 53，837 280，203 429，900 556，507 550，976 

3.9 19. 1 16. 0 晶

総合ポイント ν 3 5 7 9 9 

CCC BCC BCB BBB BCA 

フェイスマーク γ V 企 dミ ~ & 
ー・ ・......... 晶a・・・ ド

-水稲 大豆 圃キャベツ導入
経営部門の特徴 圃広島菜導入(契約書誌箔) .!Xマネギ導入

-アスパラガス導入
-ジャガイモ導入
.illll'~問の労働力競合 .ライスセノ台ー受託

経営上の特徴 -オベを普通1乍に専従化
問題点、対策等 -パート庭用(t也域内外)

'gファームの2004年度から2008年度の総会資料および、BファームLこ対する聞き取り調査より1乍
成.責任者の明確化

y r総合ポイン卜Jおよび「フェイスマーク」は、 2008年度の分析対象法人41法人の財務データから算出した基準値をもとLこ作成

農閑期の収入確保のため、林務作業の導入も

図っているo2008年度の 1人当た り構成員還

元額は616，742円と、 県中央値の 2倍以上に達

しているが、当該法人では、夫婦での組合加

入が多いことから、構成農家単位の還元額は

更に多くなっている。

当該法人の フェイ スマークをみると、 経営

3年目から安全性、収益性、 生産性ともに改

蕎が図られている。 この要因の 1っとして水

稲の収量向上があり、それはそれまで、構成員

に再委託していた水管理や除草剤の散布を、

水系ごとに栽培担当者を定め、法人が一元的

に管理する体制に変えたことによるものと思

われる。また、同年から栽i古-を開始したトマ

トについては、当初から高い収益性が維持さ

れていたが、これについては、構成員の中に

高い栽培技術を持つ者がいたためであった。

ただし、経営 6年目には、収益性がやや悪化

している。 これは、高齢化等により労働力が

低下し、 部門間の作業競合が生じたためで、

特に、 トマト 部門の経営悪化が一つの要因と

考えられる。 2008年度に経営改善効果が認め

られたことは、定年帰農者 1名の確保によっ

て労働力を確保したことによるものと思われ

る。

2)事例② Bファーム

Bファームは、 2008年度に経営 5年目を迎

えた法人で、 経営多角化度合は16.0%である

(第 6表)ロ経営初年目に、販路が確実な広

島菜の契約栽培と施設アス パ ラガスを導入

し、それ以降、ジャガイモ、キャベツ、タマ

ネギの導入を図っている。また、経営 3年目

からは、地元農協か らライ スセンターの管理

-6-

委託も受けている。2008年度の 1人当たりの

構成員還元額は550，976円と、県中央値の 2倍

以上に達している。

当該法人のフェイスマークをみると、経営

3年 目から生産性の向上が図られている。こ

れについては、それまで生産上の大きな課題

であった、部門聞の労働力競合を解決するた

め、オペ レーターを普通作に専従的に配置す

るとともに、園芸部門では地域内外の女性を

中心とした雇用で対応するといった労働力調

整を行ったこ とが、 大き な要因であった。 さ

らに、 経営 4年目 からは部門責任者や、部門

における指揮系統の明確化を行ったことで、

生産性は更に向上している。

3)事例③ Cファーム

Cファームは、 2008年度で経営12年目を迎

えた法人で、経営当初から地域特産である施

設スイカ 、ホウレンソワの規模拡大を積極的

に図っており、経営多角化度合は36.1%に達

している(第 7表)0 2008年度の 1人当たり

構成員還元額は823，787円で、県中央値の 3倍

以上に達しているが、Aファームと同様、夫

婦での組合加入が多いこ とから 、構成農家単

位の還元額は更に多い。

当該法人のフェイスマークをみると、経営

初期から高いポイン トを維持している。 この

要因と しては、水稲、大豆栽培においては、

高い栽培技術を持つ者を 中心と した作業管坪争

体制が確立しており 、的確な栽培管珂が実施

されていることがある。また、園芸部門にお

いては、高い栽培技術を持つ構成員が組織内
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第7表 集落営農法人の経営状態の視覚化手法による分析結果 (Cフア」ム)z 

会計年度

経営年数

2003 

7年目側一一一
2001 

5年目

1書成負数 111 

2004 

8年目

i引す面積 (ha) 77. 1 

作付面積!Oa当たり禿上高 (円) 145，828 

l人当たりm成員還元繍 (円 605，842

経営多角化度合(%) 35.0 

総合ポイント冨 11 

組8

7-"イスマザ 巴
ABB AAB 8BB 

固 因 A
部門の

変化

"・iiiiif天笠
・施i生スイカ(法人設立網~)
・r:ël量ホウレンソウ (1999~)

-1.10工導入

経営上の特徴

問題点、対策等

回融 も譲宅/'コ1¥ウ{水稲.大豆スイ力、ホウレンソウ)

・包萎割引的独立j';(甥方式

2005 

9年目

2006 

10年目

2007 

11年目

110 

78.8 

131，407 

624，421 

12年目

e 

112 IlO 

72.4 74.4 

161，862 164，685 

599，363 694，776 

29.0 33.0 

u

郷田

口
細
目

〕

-女t主の領l!tlヲ参直

36.4 

国

: C7 7ームの2002年度から2008年度の総会資料および、C77-ムLこ対する聞き取り 調査より作成

y r総合ポイント Jおよび 『フェイスマークJは、2008年度の分析対象法人41法人の財務データかち算出した基準値をもとに作成

に複数いることに加え、園芸部門のみ独立採

算方式(各構成員が害1)り当てられたハウス単

位でスイカ、ホウレンソウの栽培管珂を行い、

構成員ごとに販売額と経費を抱擁した上で、

その差額を労働j報酬とするしくみ)とするな

ど、個人の技術や努力を活かす工夫をしてい

る。

以上の事例分析結果より、本手法は、少な

い指標で、集落営農法人の経営状態を人の表情

として簡単に表現でき、視覚を通 して分析結

果をより簡単に分かり易く相手に伝えること

ができるなど、経営分析を行う上での支援ツ

ールとして、その有効性を確認できた。

また、集落営農法人が複合化や多角化を図

る際の要点として、 ①部門担当者の明確化、

②園芸部門の栽府技術の向上、③独立採算方

式の導入等、個人のノウハウと努力を活かす

部門運営の工夫、 ④女性労働力の積極的活用

等のあることが事例分析から明らかになっ

た。なお、分析対象とした法人はいずれも、

経営の複合化や規模拡大により、 一定の経営

改善を図ってきたものの、近年では、その改

善効果は鈍化しており、特に、生産性につい

ての改善効果が鈍いことが、各法人のフェイ

スマークからわかる。このことから、これら

の法人の今後の経営改善に向けでは、売上高

の増加等による生産性の向上を図ることが重

要課題の 1つであり、それにより、収益性の

向上及び自己資本の増強による財務安全性の

確保も可能になると考えられる。

摘要

l県内集落営農法人の2007年度及び2008年度一の

財務諸表を基に経営指標を作成し、その特徴

を明らかにした。 自己資本比率は40.9%及び

42.3%、流動比率は210.5%及び232.7%、国定

長期適合率は55.5%及び64.1%で財務安全性

は比較的安定しているといえる。

総資本経常利益率は8.5%及び17.6%、充上高

経常利益率は6.9%及び14.1%、総資本回転率

は1.1回及びl.2回であるが、売上高総利主主率

は-14.1%と極めて低く、収益性は少なからず

営業外収益への依存によって保たれていると

いえる。生産性指標はいずれも業界中央値と

比較して低い。労働分配率は47.3%及び48.4%
であり問題ないといえる。構成員 1人当たり

の還元額は206，045円及び260，366円であり、

構成員世帯の求める追加所得水準を十分満た

す可能性があることが示唆された。

2集落営農法人の経営状態の視覚化手法を作成

し、経営分析支援ツールとしての有効性を明

らかにした。

3経営状態視覚化手法を用いた事例分析から、

集落営農法人が複合化や多角化を図る際の要

点として、①部門担当者の明確化、②園芸部

門の栽培技術の向上、③独立採算方式の導入

等、個人のノウハウと努力を活かす部門運営

の工夫、④女性労働力の積極的活用等のある

ことが明らかになった。
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