
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公財)山梨県農業振興公社改革プランの実施状況 

（経営健全化方針に基づく取組状況） 
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１ 平成 30 年度（公財）山梨県農業振興公社の決算について 

 

（１）収益の状況について 

経常収益は、用地売却等収益や農地中間管理用地貸付等の増加により、前年度

に比較して、事業収益が増加し、それに伴い事業費も増加したが、当期経常増減

額は4,614千円の黒字となった。また、当期一般正味財産増減額は、前年度の

13,184千円を下回り、7,725千円となった。 
 

正味財産増減計算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）     （単位：円） 

科  目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ  一般正味財産増減の部 
  

 

1 経常増減の部 
  

 

(1) 経常収益 
  

 

         基本財産等運用益 8,460,620 8,472,135 △11,515 

         事業収益 107,665,158 78,646,727 29,018,431 

受取補助金 87,991,187 79,183,345 8,807,842 

         雑収益 182,734 182,907 △173 

         貸倒引当金等戻入 2,561,523 2,175,023 386,500 

  経常収益計 206,861,222 168,660,137 38,201,085 

(2) 経常費用     

         事業費 201,617,175 157,503,617 44,113,558 

         管理費 629,937 432,955 196,982 

  経常費用計 202,247,112 157,936,572 44,310,540 

  投資有価証券評価益 0 0 0 

  投資有価証券評価損 0 0 0 

  当期経常増減額 4,614,110 10,723,565 △6,109,455 

2 経常外増減の部    

(1) 経常外収益     

      経常外収益計 4,201,300 4,222,778 △21,478 

(2) 経常外費用     

      当期経常外増減額 4,201,300 4,222,778 △21,478 

      税引前当期一般正味財産増減額 8,815,410 14,946,343 △6,130,933 

      法人税、住民税及び事業税 1,090,700 1,762,500 △671,800 

      当期一般正味財産増減額 7,724,710 13,183,843 △5,459,133 

      当期一般正味財産期首残高 25,166,836 11,982,993 13,183,843 

      一般正味財産期末残高 32,891,546 25,166,836 7,724,710 

Ⅱ 指定正味財産増減の部    

       受取補助金 88,393,343 79,183,345 9,209,998 

       基本財産等受取利息 0 1,634,778 △1,634,778 

       一般正味財産への振替額 △88,393,343 △80,818,123 △7,575,220 

       当期指定正味財産増減額 0 0 0 

       当期指定正味財産期首残高 3,000,000 3,000,000 0 

       指定正味財産期末残高 3,000,000 3,000,000 0 

Ⅲ 正味財産期末残高 35,891,546 28,166,836 7,724,710 
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（２）資産及び負債等の状況 

公社の保有する資産は、基本財産3,000千円の他、特定資産の強化基金引当資産

や担い手育成基金引当資産など合計719,928千円である。 

負債の部の固定負債について、平成30年度も緊急雇用創出事業の委託料の返還

を県に行ったことにより長期未払金が減少し、負債の部は前年度末から30,967千

円の減少となった。 

これにより正味財産合計は35,892千円となり、前年度末から7,725千円増加した。 

 

貸借対照表（平成31年3月31日現在）                 (単位：円) 

科  目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ  資産の部       

  1  流動資産 46,410,332 69,512,191 △23,101,859 

  2  固定資産     

基本財産 3,000,000 3,000,000 0 

特定資産 656,107,487 655,594,548 512,939 

  強化基金引当資産 148,248,985 148,230,040 18,945 

  担い手育成基金引当資産 506,782,510 506,750,284 32,226 

  退職給付引当資産 1,075,992 614,224 461,768 

       その他固定資産 14,410,360 15,063,819 △653,459 

  固定資産計 673,517,847 673,658,367 △140,520 

  資産合計 719,928,179 743,170,558 △23,242,379 

Ⅱ  負債の部     

  1  流動負債 8,263,377 26,289,296 △18,025,919 

  2  固定負債     

長期借入金 143,542,725 148,062,538 △4,519,813 

退職給付引当金 1,075,992 614,224 461,768 

長期預り金 500,510,000 500,510,000 0 

長期預り保証金 11,390,789 11,003,914 386,875 

長期未払金 19,253,750 28,523,750 △9,270,000 

  固定負債計 675,773,256 688,714,426 △12,941,170 

  負債合計 684,036,633 715,003,722 △30,967,089 

Ⅲ 正味財産の部    

  1  指定正味財産 3,000,000 3,000,000 0 

   (うち基本財産への充当額) (3,000,000) (3,000,000) (0) 

   (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) 

  2  一般正味財産 32,891,546 25,166,836 7,724,710 

   (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) 

   (うち特定資産への充当額) (32,891,546) (25,166,836) (7,724,710) 

  正味財産合計 35,891,546 28,166,836 7,724,710 

  負債及び正味財産合計 719,928,179 743,170,558 △23,242,379 
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２ 改革プランの実施状況について 

   平成30年度における改革プランの実施状況については、以下のとおりである。 

 

（１）農地中間管理事業の推進 

○ 方針 

・ 「山梨県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」に基づき、市町村・農

業委員会・ＪＡ等と連携し、担い手への農地集積・集約化と耕作放棄地の発生

防止・解消の推進 

○ 実施状況 

・ 農業者等からの農地の借り受け希望は、417人(法人を含む)から約153haの応

募があった。 

・ 公社が実施した農地の借り受け及び貸し付けの実績は、それぞれ198haと

218haであった。 

年度 借受面積 貸付面積 

平成26年度 63ha 49ha 

平成27年度 215ha 213ha 

平成28年度 144ha 126ha 

平成29年度 268ha 269ha 

平成30年度 198ha 218ha 

・ 今後も、市町村等と連携し、担い手への農地集積、耕作放棄地の解消を進め

ていく。 

 

（２）担い手の相談・支援体制の強化 

○ 方針 

・ 関係機関と連携した就農支援体制の強化、農地集積と担い手育成の一体的

な取り組み 

○ 実施状況 

・ 県内外（県内相談会：6回、県外相談会：13回）で就農相談活動を実施し、

273件の相談を受けた。新規就農希望者に対する研修制度の紹介や、就農計画

の作成支援等を実施し、円滑な就農及び定着に向けた支援を行った。 

・ 農業啓発事業として、県内の小・中学校21校に対し、農作物栽培や収穫など

の農業体験学習に対する助成を行った。 

・ 農業に関心や意欲のある中高年齢者を効果的に就農につなげるため、就農促

進ＰＲ動画等を作成するとともに、シニア世代を対象とした技術習得に向けた

研修会（4コース、40回、39名）やセミナー・ツアー（3回、74人）を開催した。    

※ 平成30年度からの新規事業 
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（３）県奨励品種等種苗の増殖、供給 

○ 方針 

・ 県の農作物奨励品種等に位置付けられているもののうち、種苗業者で生産

が不足している醸造用甲州種ブドウの苗木生産と産地への供給 

○ 実施状況 

 ・ 県内のワイナリー、生産農家等へ、優良3系統の苗木1,141本を供給した。 

 

（４）委託料の返還及び長期保有農地の売却差損に係る借入金の返済 

○ 方針 

・ 委託料返還期間中（5年間）は委託料を優先に返還、長期保有農地の売却

差損に係る県からの無利子短期貸付は、借入金の償還金額を減額して返済 

・ 土地改良事業や調査事業等の収益事業の積極的な受託、経営の合理化等の推

進による財源の確保 

○ 実施状況 

・ 委託料の返還は、計画どおり公社および再委託先分を合わせて、9,270千円を

県へ返還した。 

・ 長期保有農地の売却差損に係る借入金について、平成30年度の期末残高は

141,793千円で、前年度に比べ1,000千円の圧縮を図った。 

・ 今後も土地改良事業などの積算業務などを積極的に受託するとともに、経営

の合理化を総合的に推進し、借入金の解消に努めていく。 

 

（５）就農支援資金の早期回収と貸倒引当金の積立 

○ 方針 

・ 延滞債務者への継続的な訪問による債権の早期回収と貸倒引当金の必要額の

引当 

○ 実施状況 

・ 債務者や連帯保証人との交渉を行い、延滞者3名全員から232千円の納入を受

け、返済残額は3,172千円となった。 

・ 今後も引き続き交渉し、分割納入額を増額するなどして、早期の回収に努め

ていく。 

 

（６）経費節減の取り組み 

○ 方針 

・ 月額給与(5％)削減や管理職手当(10％)削減の継続と事務経費の節約 

○ 実施状況 

・ 改革プランに基づき、プロパー職員の月額給与5％カットのほか、事務経費の
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節約に努めた。 

 

（７）業務量に見合う人員・組織体制を検討 

  ○ 方針 

・ 農地中間管理事業の業務量に応じ、補助事業を活用し必要人員の配置 

○ 実施状況 

・ 平成29年度までにプロパー職員を3名採用し、平成30年度は、前年度と同様の

体制で業務を行った。 

 



6 

 

経営健全化方針に基づく取組状況（令和元年度） 

 

○法人名：公益財団法人 山梨県農業振興公社 

 

○経営健全化方針を策定した理由 

・本県では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の将来負担比率に算入された

額（県負担見込額）の状況等から、（公財）山梨県農業振興公社を含む経営が悪化してい

ると判断された５法人（注１）について、弁護士、公認会計士、学識経験者等の外部の専

門家を含めた「山梨県出資法人経営検討委員会」を設置し、改革の方向性等の検討を行

い、その検討結果に基づき「改革プラン」を策定し、必要に応じ改定を行ってきました。 

・総務省通知「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」（平成 30 年 2 月 20 日

付け総財公第 26 号総務省自治財政局公営企業課長通知）により、相当程度の財政的リス

クが存在する第三セクター等と関係を有する地方公共団体は、抜本的改革を含む経営健全

化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化のための方針（以下「経営健全化方

針」という。）」の策定・公表が求められたところ、本県では、「公益財団法人山梨県農

業振興公社改革プラン」に基づき、当該法人に対し、短期無利子資金の貸付、市中金融機

関等からの借入金に対する損失補償等の財政的支援を行っていることから、「経営健全化

方針の経営状況等を勘案し、経営健全化の取組が必要である法人」に該当するものと判断

し、「公益財団法人農業振興公社改革プラン」を「経営健全化方針」としても位置付け、

引き続き抜本的改革を推進することとしました。 

（注１）山梨県土地開発公社、（公財）山梨県環境整備事業団、（公財）山梨県農業振興

公社、山梨県住宅供給公社、（公財）山梨県林業公社 

（林業公社については解散済） 

 

○財政的リスクの状況 

 平成 29 年度 

 決算（注２） 

平成 30 年度 

決算（注３） 

損失補償、債務保証及び短

期貸付けの合計額（Ａ） 

146,337 千円 144,543 千円 

標準財政規模（Ｂ） 261,114,964 千円 258,035,371 千円 

実質赤字比率 3.75％ 3.75％ 

（Ａ）／（Ｂ）  0.06％ 0.06％ 

（注２）経営健全化方針の策定が必要となった決算年度の数値 

（注３）直近の決算年度の数値 

 

 


