
別 紙

第４ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

平成２３年度予算

総 括

（単位：百万円）

区 別 金 額

収入

前年度よりの繰越金 ２２９

運営費交付金 ３，３６４

国庫補助金 １，８４７

国庫負担金 １２２，８２５

借入金 ９０，５９３

保険料収入 １３，２３３

運用収入 １，００７

貸付金利息 ４１

農地売渡代金等収入 ３１９

諸収入 ５

計 ２３３，４６４

支出

業務経費 １４６，８１４

うち 農業者年金事業給付費 １，４０５

旧年金等給付費 １４２，９０８

還付金 ２９３

長期借入関係経費 １３９

その他の業務経費 ２，０６８

借入償還金 ７０，７００

一般管理費 ７１１

人件費 ８１８

計 ２１９，０４３



［人件費の見積り］

期間中総額６７２百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手

当に相当する範囲の費用である。

［借入金］

借入金は、独立行政法人農業者年金基金法附則第１７条第１項及び第２項

により、旧給付に要する費用に係る国庫負担の平準化を図るため、農林水産

大臣の要請に基づき行うものであり、独立行政法人農業者年金基金法附則第

１７条第４項により、借入金に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支

払いに要する費用は、国庫が負担することとなっている。

なお、農業者年金基金より承継された借入金についても、独立行政法人農

業者年金基金法附則第５条により国庫が負担することとなっている。



平成２３年度予算

特例付加年金勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

収入

前年度よりの繰越金 ３９

運営費交付金 ４９２

国庫補助金 １，８４７

運用収入 １１８

特例付加年金被保険者経理より受入 １７２

諸収入 １

計 ２，６６９

支出

業務経費 ４６３

うち 農業者年金事業給付費 ４

特例付加年金受給権者経理へ繰入 １７２

その他の業務経費 ２８７

一般管理費 １０４

人件費 １４０

計 ７０７

［人件費の見積り］

期間中総額１１５百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手

当に相当する範囲の費用である。

［収入支出予算の弾力条項］

農業者年金事業給付費又は特例付加年金受給権者経理へ繰入の支出予算に

不足を生じたときは、当該不足額を限度として農業者年金事業給付費又は特

例付加年金受給権者経理へ繰入の支出予算の額を増額することができる。



平成２３年度予算

農業者老齢年金等勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

収入

前年度よりの繰越金 ９９

運営費交付金 １，２３６

保険料収入 １３，２３３

運用収入 ８８９

農業者老齢年金被保険者経理より ５，８３３

受入

諸収入 ２

計 ２１，２９２

支出

業務経費 ８，２４１

うち 農業者年金事業給付費 １，４０１

還付金 ２６２

農業者老齢年金受給権者経理 ５，８３３

へ繰入

その他の業務経費 ７４５

一般管理費 ２５８

人件費 ３３４

計 ８，８３３

［人件費の見積り］

期間中総額２７４百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手

当に相当する範囲の費用である。



［収入支出予算の弾力条項］

１ 農業者年金事業給付費又は農業者老齢年金受給権者経理へ繰入の支出予

算に不足を生じたときは、当該不足額を限度として農業者年金事業給付費

又は農業者老齢年金受給権者経理へ繰入の支出予算の額を増額することが

できる。

２ 保険料収入の過誤納の還付が支出予算に比して増加するときは、その増

加する金額を限度として保険料還付金の支出予算の額を増額することがで

きる。



平成２３年度予算

旧年金勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

収入

前年度よりの繰越金 ７４

運営費交付金 １，５５９

国庫負担金 １２２，８２５

借入金 ９０，５９３

貸付金利息 ４１

農地売買貸借等勘定より償還金 ３１９

諸収入 １

計 ２１５，４１２

支出

業務経費 １４４，０８８

うち 旧年金等給付費 １４２，９０８

還付金 ３１

長期借入関係経費 １３９

その他の業務経費 １，００９

借入償還金 ７０，７００

一般管理費 ３２３

人件費 ３０１

計 ２１５，４１２

［人件費の見積り］

期間中総額２４７百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手

当に相当する範囲の費用である。



［借入金］

借入金は、独立行政法人農業者年金基金法附則第１７条第１項及び第２項

により、旧給付に要する費用に係る国庫負担の平準化を図るため、農林水産

大臣の要請に基づき行うものであり、独立行政法人農業者年金基金法附則第

１７条第４項により、借入金に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支

払いに要する費用は、国庫が負担することとなっている。

なお、農業者年金基金より承継された借入金についても、独立行政法人農

業者年金基金法附則第５条により国庫が負担することとなっている。

［収入支出予算の弾力条項］

１ 農地売買貸借等勘定より償還金の収入金額がこの予算において定める金

額に比して増加するときは、当該増加額を限度として旧年金等給付費の支

出予算に不足を生じた場合に旧年金等給付費の支出予算の額を増額するこ

とができる。

２ 農地売買貸借等勘定より償還金の収入金額がこの予算において定める金

額に比して増加するときは、当該増加額を限度として保険料収入の過誤納

の還付が支出予算に比して増加する場合に保険料還付金の支出予算の額を

増額することができる。



平成２３年度予算

農地売買貸借等勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

収入

前年度よりの繰越金 １７

運営費交付金 ７７

貸付金利息 ４１

農地売渡代金等収入 ３１９

諸収入 １

計 ４５７

支出

業務経費 ３８８

うち 旧年金勘定への償還金 ３１９

旧年金勘定への支払利息 ４１

その他の業務経費 ２７

一般管理費 ２６

人件費 ４３

計 ４５７

［人件費の見積り］

期間中総額３５百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手

当に相当する範囲の費用である。

［収入支出予算の弾力条項］

農地売渡代金等収入及び貸付金利息又は農地売渡業務等円滑化対策補給金

の収入金額が、この予算において定める金額に比して増加するときは、当該

増加額を限度として旧年金勘定への償還金及び旧年金勘定への支払利息の支

出予算の額を増額することができる。



平成２３年度収支計画

総 括

（単位：百万円）

区 別 金 額

費用の部 １６５，９１７

経常費用 １６０，６６４

人件費 ８１８

業務費 １４１，６５０

一般管理費 ７１１

減価償却費 １０８

給付準備金繰入 １７，３７７

財務費用 ５，２５３

臨時損失 ０

収益の部 １６５，５９８

運営費交付金収益 ３，５９３

国庫補助金収入 １，８４７

国庫負担金収入 １２２，８２５

政府補給金収入 ０

財源措置予定額収益 １９，８９３

保険料収入 １３，２０５

運用収入 ４，０８１

貸付金利息収入 ４１

その他の収入 ５

資産見返運営費交付金等戻入 １０８

臨時利益 ０

純利益 △３１９

目的積立金取崩額 ０

総利益 △３１９

［注記］１ 当法人における退職手当については、独立行政法人農業者年金基

金役員退職手当支給規程及び独立行政法人農業者年金基金職員退職

手当支給規程に基づいて支給することとなるが、その全額について、

運営費交付金を財源とするものと想定している。



２ 当法人における年金債務のうち厚生年金基金から支給される年金

給付について、当該厚生年金基金に払い込むべき掛金及び当該積立

不足額の解消に係る費用については、その全額について、運営費交

付金を財源とするものと想定している。



平成２３年度収支計画

特例付加年金勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

費用の部 ２，９１０

経常費用 ２，９１０

人件費 １４０

業務費 ３０２

一般管理費 １０４

減価償却費 １５

給付準備金繰入 ２，３４９

財務費用 ０

臨時損失 ０

収益の部 ２，９１０

運営費交付金収益 ５３１

国庫補助金収入 １，８４７

運用収入 ５１７

その他の収入 １

資産見返運営費交付金等戻入 １５

臨時利益 ０

純利益 ０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０

［注記］１ 当法人における退職手当については、独立行政法人農業者年金基

金役員退職手当支給規程及び独立行政法人農業者年金基金職員退職

手当支給規程に基づいて支給することとなるが、その全額について、

運営費交付金を財源とするものと想定している。

２ 当法人における年金債務のうち厚生年金基金から支給される年金

給付について、当該厚生年金基金に払い込むべき掛金及び当該積立

不足額の解消に係る費用については、その全額について、運営費交

付金を財源とするものと想定している。



平成２３年度収支計画

農業者老齢年金等勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

費用の部 １８，１４４

経常費用 １８，１４４

人件費 ３３４

業務費 ２，４８６

一般管理費 ２５８

減価償却費 ３８

給付準備金繰入 １５，０２８

財務費用 ０

臨時損失 ０

収益の部 １８，１４４

運営費交付金収益 １，３３５

保険料収入 １３，２０５

運用収入 ３，５６４

その他の収入 ２

資産見返運営費交付金等戻入 ３８

臨時利益 ０

純利益 ０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０

［注記］１ 当法人における退職手当については、独立行政法人農業者年金基

金役員退職手当支給規程及び独立行政法人農業者年金基金職員退職

手当支給規程に基づいて支給することとなるが、その全額について、

運営費交付金を財源とするものと想定している。

２ 当法人における年金債務のうち厚生年金基金から支給される年金

給付について、当該厚生年金基金に払い込むべき掛金及び当該積立

不足額の解消に係る費用については、その全額について、運営費交

付金を財源とするものと想定している。



平成２３年度収支計画

旧年金勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

費用の部 １４４，７６６

経常費用 １３９，５１３

人件費 ３０１

業務費 １３８，８３５

一般管理費 ３２３

減価償却費 ５３

財務費用 ５，２５３

臨時損失 ０

収益の部 １４４，４４６

運営費交付金収益 １，６３２

国庫負担金収入 １２２，８２５

財源措置予定額収益 １９，８９３

貸付金利息収入 ４１

その他の収入 １

資産見返運営費交付金等戻入 ５３

臨時利益 ０

純利益 △３１９

目的積立金取崩額 ０

総利益 △３１９

［注記］１ 当法人における退職手当については、独立行政法人農業者年金基

金役員退職手当支給規程及び独立行政法人農業者年金基金職員退職

手当支給規程に基づいて支給することとなるが、その全額について、

運営費交付金を財源とするものと想定している。

２ 当法人における年金債務のうち厚生年金基金から支給される年金

給付について、当該厚生年金基金に払い込むべき掛金及び当該積立

不足額の解消に係る費用については、その全額について、運営費交

付金を財源とするものと想定している。



平成２３年度収支計画

農地売買貸借等勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

費用の部 １３９

経常費用 ９７

人件費 ４３

業務費 ２７

一般管理費 ２６

減価償却費 １

財務費用 ４１

臨時損失 ０

収益の部 １３９

運営費交付金収益 ９４

政府補給金収入 ０

貸付金利息収入 ４１

その他の収入 １

資産見返運営費交付金等戻入 １

臨時利益 ０

純利益 ０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０

［注記］１ 当法人における退職手当については、独立行政法人農業者年金基

金役員退職手当支給規程及び独立行政法人農業者年金基金職員退職

手当支給規程に基づいて支給することとなるが、その全額について、

運営費交付金を財源とするものと想定している。

２ 当法人における年金債務のうち厚生年金基金から支給される年金

給付について、当該厚生年金基金に払い込むべき掛金及び当該積立

不足額の解消に係る費用については、その全額について、運営費交

付金を財源とするものと想定している。



平成２３年度資金計画

総 括

（単位：百万円）

区 別 金 額

資金支出 ２３３，４６４

業務活動による支出 １４８，３４３

投資活動による支出 １４，４２０

財務活動による支出 ７０，７００

次期中期目標期間繰越金 ０

資金収入 ２３３，４６４

業務活動による収入 １４２，６４２

運営費交付金による収入 ３，３６４

補助金等による収入 １２４，６７２

保険料収入 １３，２３３

運用による収入 １，００７

農地売渡代金等収入 ３１９

貸付金利息収入 ４１

その他の収入 ５

投資活動による収入 ０

財務活動による収入

借入金による収入 ９０，５９３

前年度からの繰越金 ２２９



平成２３年度資金計画

特例付加年金勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

資金支出 ２，４９６

業務活動による支出 ５３５

投資活動による支出 １，９６１

財務活動による支出 ０

次期中期目標期間繰越金 ０

資金収入 ２，４９６

業務活動による収入 ２，４５７

運営費交付金による収入 ４９２

補助金等による収入 １，８４７

運用による収入 １１８

その他の収入 １

投資活動による収入 ０

財務活動による収入 ０

前年度からの繰越金 ３９



平成２３年度資金計画

農業者老齢年金等勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

資金支出 １５，４６０

業務活動による支出 ３，０００

投資活動による支出 １２，４５９

財務活動による支出 ０

次期中期目標期間繰越金 ０

資金収入 １５，４６０

業務活動による収入 １５，３６１

運営費交付金による収入 １，２３６

保険料収入 １３，２３３

運用による収入 ８８９

その他の収入 ２

投資活動による収入 ０

財務活動による収入 ０

前年度からの繰越金 ９９



平成２３年度資金計画

旧年金勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

資金支出 ２１５，４１２

業務活動による支出 １４４，７１２

投資活動による支出 ０

財務活動による支出 ７０，７００

次期中期目標期間繰越金 ０

資金収入 ２１５，４１２

業務活動による収入 １２４，４２６

運営費交付金による収入 １，５５９

補助金等による収入 １２２，８２５

貸付金利息収入 ４１

その他の収入 １

投資活動による収入 ３１９

財務活動による収入

借入金による収入 ９０，５９３

前年度からの繰越金 ７４



平成２３年度資金計画

農地売買貸借等勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

資金支出 ４５７

業務活動による支出 １３７

投資活動による支出 ０

財務活動による支出 ３１９

次期中期目標期間繰越金 ０

資金収入 ４５７

業務活動による収入 ４３９

運営費交付金による収入 ７７

補助金等による収入 ０

農地売渡代金等収入 ３１９

貸付金利息収入 ４１

その他の収入 １

投資活動による収入 ０

財務活動による収入 ０

前年度からの繰越金 １７


