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酪 農 業 に お け る 乳 牛 の流動化の可能性(1 ) 

細谷賢治*

要約

乳牛は流動化に適した資産である。そして，会計

基準では生物資産と定義され，その固有の特長「生

物学的変化」が，酪農の保護政策と結合し，乳牛資

産の信用力という流動化で最も重要な要素を構成

する。また，生物学的変化は，他の資産では起こり

えない投資の動機付けを提供する。

酪農業に資産の流動化を持ち込む目的は2つある。

1.金融に流動化という新たな資金調達の手段

が登場する。

2. 経営に債務を軽減して間接的に収益改善の

機会を提供する。

金融視点では，乳牛を流動化する行為は，酪農経

営の信用力から独立した乳牛資産が持つ信用力を

評価する資金調達に道を聞くことである。つまり，

貸借対照表の貸方にある負債に依存していた従来

の金融が，借方の資産を活用した新たな資金調達を

することであり，酪農経営の過度の債務が，乳牛の

流動化により得られた資金をもって債務を返済・

軽減する行為を意味する。

経営視点では，酪農経営の主要な課題，①労働力

不足，②過度の債務状況，③低い収益力のすべてを

流動化の活用によって解決するのである。もちろん，

流動化が債務軽減と資産圧縮以外に直接労働力や

収益力を改善するわけではないが，生産性を高めて

労働力を補い収益力を向上させるのである。

具体的には，労働生産性と資本生産性を同時に改

善することで，売上高に対する利益と資産に対する

利益も同時に高めることが可能になる。

では，どのように生産性を同時に改善して，売上

および資産収益を同時に高めるのか。

その手段はすでに酪農業において実践されてい

る。例えば，臨時に搾乳生産を担うヘルパー，自給

飼料生産を委託するコントラクター，乳牛の食餌を

製造委託する TMRセンター，疾病治療を委託する

家畜診療所，会計納税計算を委託する税理士などで

ある。これらは外部の経営資源を活用している。

榊一般社団法人生物資産流動化研究所 (K叫 iHosoya) 

経営の業務プロセスを再構築することによって，経

営資源を集中する中核業務プロセスと外部経営資源、

を利用する業務プロセスに区別して経営管理するの

である。また，この実施主体は，外部雇用を容易にす

る労働環境や経営情報の活用を可能にする管理会計

の採用などの構築・整備しやすい法人形態が望ましい。

しかし，外部経営資源を活用する酪農経営は，経

営単体での実施は難しく，地域産地のインフラ事業

の性格が強いために地域経営の視点が必要になる。

はじめに

資産の流動化は資金調達手段である一方，財務

から経営を改善する手段でもある。

酪農業において乳牛資産を流動化する行為は，融

資に偏重した農業金融に流動化という新たな金融

取引を登場させて，かっ経営には流動化によって生

じるリースパック取引 1)やオフパランンス 2)化を利

用して過度の債務を適正水準に是正し，現在進行中

の経営の業務プロセス 3)の分化を一層促進し，いわ

ゆる酪農経営の資源を中核業務プロセスに集中

することで生産性を高め収益性を向上できる 4)。

その実施主体は企業的な法人経営が望しく，経営

の業務プロセスの分化を地域産地のインフラビジ

ネスとして最適化する 5)ことが，経営単独では解決

困難な経営の業務プロセス分化を円滑に推進する。

1)リースバック (LeaseBack)は，所有資産を貸手に一旦売却し，

直ちに資産を貸手から賃借する取引をし寸。

2)オフバランス (OffBalance Sheet)は，資産や取引などが事業

主体の財務諸表に記載されない状態をいう。資産効率の改善

などが期待でき，オフバランス化を図る企業が増加している。

3)酪農経営の業務プロセスは，多面的で①土地利用型/施設利用型

では，自給飼料生産，生乳生産，生体販売生産，育成生産を，

②乳牛ライフサイクノレでは，成長順に①育成，②繁殖，③生産

(泌乳)，④生産(乾手L)，⑤副産物(牡子牛育成，堆肥生産など)，

⑥その他(自給飼料生産など)を，組織機能では，①設計開発

(取引成分開発)，②購買，③生産(生手L生産・生体販売生産)，

④販売，⑤物流，⑥メンテナンス(取引成分検査成績改善)を

プロセスとできる。なお，プロセスは入力 (Input)と出力 (Output)

が機能する最小単位をいう。

4)これを事業の選択と集中とし、う。

5)これを本稿では地域経営とし、う。
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このように本稿では，酪農業における乳牛を流動

化する可能性を金融と経営の双方から検討して明

らかにしたい。

1 .資産としての乳牛の特性

流動化を説明する前に，酪農経営における資産と

しての乳牛の位置付けや特長および流動化適性を

明らかにしたい。

1. 1 生物資産としての乳牛

酪農経営における資産としての乳牛の位置付け

は，農地の地域による資産価値の格差，建物設備の

転用可能性の低さなどを考慮すると最も時価評価

を反映した換金性の高い資産であるといえる。融資

において担保不足を乳牛などの家畜で行ってきた

過去の慣習をみてもわかるだろう。

会計基準おける乳牛の位置付けは，有形固定資産で

ある。さらに I生きている動植物」は生物資産 i)と

いわれる。

さて，この資産としての乳牛の特長とは何だろうか。

それは，生物学的変化である。

生物学的変化とは，生物資産の質的・量的変化で

ある。つまり，成長，変性，生産および繁殖プロセ

スからなるもので乳牛のライフサイクルを示すも

のといえ，成長は育成期，変性は突然変異などを指

すが本稿では人間に有益な受精卵移植技術で乳牛

から和牛子牛を生み出すなど，生産は乳や肉生産，

繁殖は種の保存・継承である。

しかも，乳牛はこの生物学的変化が独自の収益

構造を創り出しており，群単位で捉えることで投資

資産の動機付けを高める性格を持ち合わせている。

1.2 乳牛の流動化適性

流動化する資産には共通の特性が存在する。その

一般的な特性は，①信用特性が理解しやすい，

②キヤツ、ンュフロー6)の予測が可能，③償還期聞が

l年以上，④支払遅延・貸倒率が低い，⑤対象が

広範囲に渡り流動性が高いといわれている。

資産としての乳牛と特性との関係性を検討して

みよう。

(1)信用特性が理解しやすい

次の 4項が主に信用特性を構成する。

a.法的権利関係などの構造

所有権などの権利関係が明確であること。例えば，

担保権が設定されていない，または流動化時点で

担保権の抹消が可能などである。

乳牛は，血統登録制度やトレーサビリティ制度に

より個別認識ができる。そして，売却や譲渡して

所有権が移転しでも動産譲渡登記制度 7)によって所

有権移転が明記されるため権利関係は明確である。

ただし，乳牛は移動可能であるため盗難被害や個別

認識が必ずしも完全ではないことを考慮する。

b.資産の質

価格情報などが公開され，かつ評価の裏付けが明確

なこと。資産価格の評価方法には，①市場価格，②再

調達価格，③収益還元価格的による評価があり，すべ

ての評価が可能なことが資産の質の信用力を高める。

乳牛は，①市場価格では，家畜市場や系統農協が

定期的に公開する購買情報，または家畜共済が公表

する評価額がある，②再調達価格では，育成牛の生

産費や家畜市場の経産牛相場がある，③収益還元価

格では，将来の収益を基にする評価方法・算出は

未確立であるが，家畜共済の公表する評価額は近似

した評価であり，技術的に算出可能である ii)。

c.特別目的会社財務の構造

複雑な資産の合成を伴う場合，その資産を譲渡す

る特別目的会社の保有する資産の構成や調達のバ

ランスなどのこと。流動化する資産が大規模な場合，

資産構成が単一でも資金調達は融資・社債，投資な

どほとんどの投融資が選択可能であるが，乳牛とい

う単一資産の構成で，かっ資産規模も最大数億円前

後を想定すれば，資金調達位は融資，投資の簡素な

構成になると考える。

d.信用補完

投融資家のキャッシュフロー・債権回収リスクを

抑制し，特別目的会社の信用力を高める処置のこと。

代表的な信用補完の方法は，a;収益の分配方法に優劣

を付ける 9) ②第三者による保険・保証がある。

6)キャッシュフロー (CashFlow)は，実際の現金の出入をいう。

7)動産譲渡登記制度は，動産譲渡の第三者対抗要件に関する民法

の特例として，法人がする動産譲渡は登記することで民法上の

引渡があったとみなされる制度をいう。

8)資産の評価額算出方法は，①市場価格;実際に取引が成立した

価格を基本に必要に応じて事情・時期を修正した価格を比較検

討して妥当な価格を導く価格をいう。②再調達価格;その資産

を取得するまでの費用を積算して導く価格をいう。③収益還元

価格，資産を所有することで得られるキャッシュフローを基礎

に決められる価格をし寸。

9)優先劣後構造を付けることをトランチング(Tranching)という。 ト

ランチングは，特別目的会社の資金調達の投融資ニーズに応じて，

リスクや利回りを細分化することをいう。その細分化された各

部分をトランシェ (Tr叩 che)といい，高リスクほど劣後になる。
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なお，第三者の金融保証などは，損害保険や金融機

関などの保障機関の信用度がそのまま反映される。

乳牛は，酪農家の農協メインパンク率が高く，農

協がキヤツ、ンュフロー・債権回収業務を行うサービ

サーを担えば内部回収リスクは管理でき，外部回収

リスクの管理を第三者保証などで検討することが

できる。

(2)キャッシュフローの予測が可能

キャッシュフローが安定的で確実なこと。乳牛

資産が生み出すキャッシュフローは，一定の条件の

もとで安定的で確実性が高いと考えている。一定の

条件のもとは，①酪農業の構造，②酪農業の保護

政策，③乳牛ライフサイクルの収益構造のことで

ある。

では，なぜ乳牛資産の生み出すキヤツ、ンュフロー

が一定の条件のもと予測可能なのかを説明したい。

a.産業の構造

一般的に，成熟しているか参入障壁が

高く，競争が限定的な業界や事業に属す

る資産のキャッシュフローは安定的で

予測可能性が高いといわれている山)。

酪農業は，牛乳乳製品の需給ギャップ

が 1970年代に問題になり， 1979年に生

乳需給の安定を図るために生産者団体

の自主的取り組みとして計画生産が開

始されて以後今日まで継続している。こ

のことは，生乳を製品ライフサイクルの

視点で考えると，すでに成熟しており，

かっ計画生産は指定生乳生産者団体 10)

管内という細分化された地域市場を通

して酪農家の競争を限定している。また，

土地や建物・設備の初期投資や経時更新

投資が多額なことは酪農業の参入障壁

のひとつになっている。

したがって，酪農業は成熟した産業の

特徴をすべて持ちキャッシュフロ ーは

予測しやすい。

10)指定生乳生産者団体は， 1965年加工原料乳生産

者補給金等暫定措置法に伴い飲用・加工向けの

用途別取引を酪農家の全設委託を前提に市町村

単位の農協を経由し地域ブロック化した一元的

な販売団体を設け，複数乳業メーカーとの独占

的取引を許可した制度をいう。

b.保護政策

生乳生産および生産財供給において価格安定ま

たは数量予測を目的とする政策が成されている。生

乳生産では， 1965年加工原料乳生産者補給金等暫定

措置法による指定生乳生産者団体制度の下で用途

別取引価格の加重平均総合乳価の採用や 1979年の

計画生産など，生産財供給では， 1968年配合飼料価

格安定基金制度などがある。これら制度による価

格・数量の安定は，収益・費用の変動を緩和し利益

を安定化させる。

したがって，十分な諸制度がない他産業に比較

して酪農業では，キャッシュフローの予測が容易に

なる。

c. 乳牛ライフサイクノレの収益構造

乳牛飼養の目的である生乳生産が独自の利益の

現れ方をする収益構造を乳牛と肉牛の収益構造を

比較することにしたい(図 1参照)。

乳牛ライフサイクノレ収益構造
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一般的な乳牛と肉牛のライフサイクルが生み

出す収益と費用の関係性から導かれる利益を比

較・整理する。

生乳生産目的の乳牛ライフサイクノレは，①出生か

ら母牛になるまでの育成期，②母牛以降の成熟期に

区分できる。このライフサイクルでの収益構造は，

①育成期では，出生から母牛になる約 25ヶ月は育

成費の費用のみが発生する。しかし，②成熟期では，

初産分娩以降一般的に 6産するといわれ，その問

l産毎に 10ヶ月の泌乳という生産活動と 2ヶ月の

乾乳という非生産活動を繰返し，収益と費用を同時

に発生させ，その期間利益は収益・費用の多寡に

よって決まる 11)。

一方，肉生産目的の肉牛をその典型である和牛

肥育を想定する。

和牛肥育ライフサイクルは，①出生から素牛に

なるまでの育成期，②素牛から肥育までの肥育期に

区分できる。このライフサイクノレでの収益構造は，

①育成期では，出生から素牛になる約 9ヶ月は育成

費の費用と， a)素牛販売農家は素牛販売代金という

収益が発生し，その期間利益は収益・費用の多寡に

よって決まる， b)素牛・肥育一貫生産農家は，素牛

販売農家と同様の収益構造であるが帳簿上の損益

として確定する。

なお，素牛販売価格は，売買家畜市場価格や相対

取引価格がある。また，和牛子牛販売の場合も収益

構造は同様な考え方ができる。

②肥育期では，素牛約 9ヶ月から出荷の約 33ヶ月

までは素牛価格含む肥育生産費の費用のみが発生

し， 24ヶ月後の出荷の卸売市場価格の決定により

枝肉販売代金が確定する。その利益は収益・費用の

多寡によって決まる ω。

両者の収益構造の差は収益の連続性にある。乳牛

は日次決算が可能であるが，肉牛は決算するには

約 24ヶ月 (2年)を要する。

11)育成期は期中生産費を期末に棚卸資産に振替計上し，成熟以降

は棚卸資産から固定資産に振替計上する。毎期定額(定率)で

乳牛減価償却費を計上して，問主買費用が発生し資産残高が減少

する。利益は期中の生乳販売代金など収益と乳牛償却費を含む

生乳生産の費用の差額で確定する。

12)出荷まで期中生産費が毎期棚卸資産に振替計上され，出荷には

帳簿上の固定資産に振替計上し評価額を確定する。販売日には

圃定資産評価額と枝肉販売額との差額が固定資産売却損益と

して利益を確定する。

このようにライフサイクル収益構造には 2つの

形態が存在する。

①収益・費用が同時に発生する構造の生乳，鶏卵，

②収益・費用が時間差で発生する肉，子実，果実な

どである。

そこで，収益・費用が同時発生するライフサイクル

収益構造の乳牛では，産業構造や保護政策によって

収益・費用が安定化することで結果キヤツ、ンュフ

ローが予測しやすくなる。

しかし，同じく収益・費用が同時に発生する構造

の鶏卵では，鶏卵価格は荷受会社との相対取引で

自由に決まり，生産調整制度は存在するが統制が

十分ではない 13)などは必ずしもキャッシュフロー

が予測しやすいわけではない。ましてや，収益・

費用に時間差が発生する牛枝肉(和牛)においては，

2年先の価格予測は困難に近く，それを補完する

諸制度 14)があってもキャッシュフロー予測は容易

ではない。

また，ライフサイクル収益構造で、みると，農業生

産物は収益・費用に時間差が発生すものがほとんど

で，その回避策に作物では収穫期を段階的に連続す

る長期化を図る，会計年度中に複数回収穫する，

家畜では飼養頭数を増やす規模の経済性を追求

するなど行っている。

経営的にはこの収益・費用の発生の時間差が，

収穫・出荷(収益獲得)までの生産する費用をまかな

うための資金需要，運転資金の必要性を生み出すこ

とになる。

(3)償還期聞が 1年以上

投融資が開始されてから償還が完了するまでの

期聞が l年超を得ること。一般的には 5年から

10年未満の範囲が想定される。乳牛は 5年未満と

考える。

13)卵価安定基金制度は，鶏卵生産者，農協，国などが基金に積立

を行い，鶏卵の取引価格が一定の基準価格を下回った場合，

その差額を基金から補てんする制度をいう。

14)諸制度には，主に①指定食肉(牛肉・豚肉)価格安定制度，②肉

用子牛生産者補給金制度がある。食肉の価格安定制度は，農畜

産業振興機構の需給操作などを通じて安定価格構の範囲に卸売

価格を安定させることをいう。また，肉用子牛生産者補給金制

度は，肉子牛の価格が低落し，保証基準価格を下回った場合，

生産者補給金を交付することで肉用子牛生産の安定を図る制度

をいう。
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(4)支払遅延・貸倒率が低い

投融資家のためにキャッシュフロー・債権回収

リスクを極力抑制すること。そのことは，結果的に

円滑な資金調達に寄与する。

乳牛は，農協を回収の核に据えると遅延は起こり難

いが，倒産などにより貸し倒れる確率は一定程度ある。

(5)対象が広範囲にわたり流動性が高い

一般的に実勢価格情報と再販を可能にする市場

の存在こと。乳牛には，家畜市場や系統購買などの

再販市場・委託購買が存在し流動性が極めて高い。

以上の検討から乳牛は，流動化が可能な資産で

あると結論を導くことができる。

【農業畜産情報】

利 用権設定簡素化へ農水省放棄地対策農地機構を活用

農水省は，都道府県単位での設置を計画する「農地中間管理機構」を活用し，耕作放棄地対策を強化する。耕
作放棄地の所有者に対し，農業委員会が機構に利用権を設定するよう促す仕組みを整備。機構は担い手に集積す
る。所有者が分からない農地も対象にしてし、く。来年の通常国会までに，農地法と農業経営基盤強化促進法の改
正案を提出する方針だ。

政府は6月にまとめる成長戦略に「今後 10年間で，担い手の農地利用を全農地の8割にする」との目標を盛
り込む方針で，機構を活用し集積する考えだ。具体的には，機構が農地を借りて，分散した状態から一定にまと
め，必要に応じて基盤整備など農地の条件を良くしてから担い手に貸し付ける。借り手が見つかるまでは農地と
して管理する。

この仕組みを耕作放棄地にも適用する。農業委員会が耕作放棄地の所有者に対し，機構に農地を貸す意思があ
るかどうかを確認しながら，機構への利用権設定を促す。

所有者不明の耕作放棄地の解消にも取り組む。農業委員会が公告し，一定期間たっても所有者を確認できなけ
れば，都道府県知事の裁定で機構に利用権を設定できるようにする。
現行制度では，農業委員会が農地の利用状況を調査し，耕作放棄地の所有者に改善を求める。従わない場合，

最終的には知事の裁定で利用権を設定できるようにしている。こうした仕組みを簡素化し，耕作放棄が長期化す
るのを避ける。

中山間直接支払い継続「望むJ9割に 農水省調査荒廃防止で高い評価

中山間地域等直接支払制度を活用する集落の 90%は，制度の継続を望んでいることが 5月 22日，農水省の調
べで明らかになった。耕作放棄地の発生防止に効果があると実感している集落は 96%に上る。政府・自民党が
「日本型直接支払し、」の創設を検討する中，同日の有識者会合では，中山間地域対策のすみ分けの必要性，制度

が複雑化することによる現場の負担増加などを指摘する意見が出ていた。
2010年度からの第 3期対策の中間評価として， 12年度時点の活動状況などを調査した。同制度の協定を結ん

でいる集落を対象にしたアンケートには， 2万 7350の全協定集落の代表らが回答した。
制度の継続について，集落の 59.3%は「強く継続を望むJ，30. 7%は「できれば継続を望む」と答えた。
耕作放棄地の防止効果は「非常に効果あり」が 43.9%，I一定の効果あり」が 52.2%だ、った。協定を結んだ集

落が必ず取り組む活動には「耕作放棄の防止活動」が盛り込まれている。多くの集落は，活動の効果を実感して
いることが浮かひ、上がった。

有識者らでつくる第三者委員会では，政府・自民党が掲げる「日本型直接支払い」の創設を踏まえて，中山間
地域等直接支払制度を統合するなら I(中山間地対策の)すみ分けが必要Jとの意見が出た。

2000年度の制度創設当初から，傾斜度などに基づく運用を続けている点を踏まえて「制度を複雑にすれば現
場に負担が掛かる」との指摘もあった。
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