
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

※百万円未満を四捨五入しているので、合計とは端数において合致しないものが

ある。

平成２４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 ４４２

運営費交付金 ３，３４１

国庫補助金 １，２３２

国庫負担金 １２１，５９６

借入金 ８９，９１８

保険料収入 １３，５１８

運用収入 １，１０９

貸付金利息 ２８

農地売渡代金等収入 ２４０

諸収入 ４

計 ２３１，４２７

支出

業務経費 １３９，８８９

うち 農業者年金事業給付費 １，７２２

旧年金等給付費 １３５，８２５

還付金 ２８２

長期借入関係経費 ２７

その他の業務経費 ２，０３２

借入償還金 ７５，９００

一般管理費 ９５８

人件費 ７９７

計 ２１７，５４４



［人件費の見積り］

期間中総額６７１百万円を支出する。

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２４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 ７１

運営費交付金 ４９９

国庫補助金 １，２３２

運用収入 １３２

特例付加年金被保険者経理より受入 ５９４

諸収入 １

計 ２，５２７

支出

業務経費 ８９０

うち 農業者年金事業給付費 １４

特例付加年金受給権者経理へ繰入 ５９４

その他の業務経費 ２８２

一般管理費 １５０

人件費 １３８

計 １，１７８

［人件費の見積り］

期間中総額１１６百万円を支出する。

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２４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 １３８

運営費交付金 １，２５９

保険料収入 １３，５１８

運用収入 ９７８

農業者老齢年金被保険者経理より １０，１００

受入

諸収入 ２

計 ２５、９９４

支出

業務経費 １２，７９４

うち 農業者年金事業給付費 １，７０８

還付金 ２５４

農業者老齢年金受給権者経理 １０，１００

へ繰入

その他の業務経費 ７３２

一般管理費 ３３７

人件費 ３２９

計 １３，４６０

［人件費の見積り］

期間中総額２７７百万円を支出する。

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２４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 ２０５

運営費交付金 １，５１９

国庫負担金 １２１，５９６

借入金 ８９，９１８

貸付金利息 ２８

農地売買貸借等勘定より償還金 ２４０

諸収入 １

計 ２１３，５０６

支出

業務経費 １３６，８７２

うち 旧年金等給付費 １３５，８２５

還付金 ２８

長期借入関係経費 ２７

その他の業務経費 ９９１

借入償還金 ７５，９００

一般管理費 ４４６

人件費 ２８７

計 ２１３，５０６

［人件費の見積り］

期間中総額２４２百万円を支出する。

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２４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 ２９

運営費交付金 ６４

貸付金利息 ２８

農地売渡代金等収入 ２４０

諸収入 ０

計 ３６１

支出

業務経費 ２９４

うち 旧年金勘定への償還金 ２４０

旧年金勘定への支払利息 ２８

その他の業務経費 ２６

一般管理費 ２５

人件費 ４２

計 ３６１

［人件費の見積り］

期間中総額３６百万円を支出する。

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２４年度収支計画

総 括

（単位：百万円）

区 別 金 額

費用の部 １５８，７６０

経常費用 １５３，００４

人件費 ７９７

業務費 １３４，２１０

一般管理費 ９５８

減価償却費 ７０

給付準備金繰入 １６，９６９

財務費用 ５，７５６

臨時損失 ０

収益の部 １５８，５２０

運営費交付金収益 ３，７８３

国庫補助金収入 １，２３２

国庫負担金収入 １２１，５９６

財源措置予定額収益 １４，０１８

保険料収入 １３，５００

運用収入 ４，２９０

貸付金利息収入 ２８

その他の収入 ４

資産見返運営費交付金等戻入 ７０

臨時利益 ０

純利益 △２４０

目的積立金取崩額 ０

総利益 △２４０

［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２４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 ２，３７０

経常費用 ２，３７０

人件費 １３８

業務費 ３０６

一般管理費 １５０

減価償却費 ８

給付準備金繰入 １，７６７

財務費用 ０

臨時損失 ０

収益の部 ２，３７０

運営費交付金収益 ５６９

国庫補助金収入 １，２３２

運用収入 ５６０

その他の収入 １

資産見返運営費交付金等戻入 ８

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２４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 １８，６４９

経常費用 １８，６４９

人件費 ３２９

業務費 ２，７６１

一般管理費 ３３７

減価償却費 ２０

給付準備金繰入 １５，２０２

財務費用 ０

臨時損失 ０

収益の部 １８，６４９

運営費交付金収益 １，３９７

保険料収入 １３，５００

運用収入 ３，７３０

その他の収入 ２

資産見返運営費交付金等戻入 ２０

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２４年度収支計画

旧年金勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

費用の部 １３７，６４６

経常費用 １３１，８９１

人件費 ２８７

業務費 １３１，１１７

一般管理費 ４４６

減価償却費 ４１

財務費用 ５，７５６

臨時損失 ０

収益の部 １３７，４０７

運営費交付金収益 １，７２３

国庫負担金収入 １２１，５９６

財源措置予定額収益 １４，０１８

貸付金利息収入 ２８

その他の収入 １

資産見返運営費交付金等戻入 ４１

臨時利益 ０

純利益 △２４０

目的積立金取崩額 ０

総利益 △２４０

［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２４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 １２３

経常費用 ９５

人件費 ４２

業務費 ２６

一般管理費 ２５

減価償却費 １

財務費用 ２８

臨時損失 ０

収益の部 １２３

運営費交付金収益 ９４

貸付金利息収入 ２８

その他の収入 ０

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２４年度資金計画

総 括

（単位：百万円）

区 別 金 額

資金支出 ２３１，４２７

業務活動による支出 １４１，６４４

投資活動による支出 １３，８８３

財務活動による支出 ７５，９００

次期中期目標期間繰越金 ０

資金収入 ２３１，４２７

業務活動による収入 １４１，０６７

運営費交付金による収入 ３，３４１

補助金等による収入 １２２，８２７

保険料収入 １３，５１８

運用による収入 １，１０９

農地売渡代金等収入 ２４０

貸付金利息収入 ２８

その他の収入 ４

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 ８９，９１８

前年度からの繰越金 ４４２



平成２４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 １，９３３

業務活動による支出 ５８４

投資活動による支出 １，３４９

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 １，９３３

業務活動による収入 １，８６３

運営費交付金による収入 ４９９

補助金等による収入 １，２３２

運用による収入 １３２

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 ７１



平成２４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 １５，８９４

業務活動による支出 ３，３６０

投資活動による支出 １２，５３４

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 １５，８９４

業務活動による収入 １５，７５６

運営費交付金による収入 １，２５９

保険料収入 １３，５１８

運用による収入 ９７８

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 １３８



平成２４年度資金計画

旧年金勘定

（単位：百万円）

区 別 金 額

資金支出 ２１３，５０６

業務活動による支出 １３７，６０６

投資活動による支出 ０

財務活動による支出 ７５，９００

次期中期目標期間繰越金 ０

資金収入 ２１３，５０６

業務活動による収入 １２３，１４４

運営費交付金による収入 １，５１９

補助金等による収入 １２１，５９６

貸付金利息収入 ２８

その他の収入 １

投資活動による収入 ２４０

財務活動による収入

借入金による収入 ８９，９１８

前年度からの繰越金 ２０５



平成２４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 ３６１

業務活動による支出 １２２

投資活動による支出 ０

財務活動による支出 ２４０

次期中期目標期間繰越金 ０

資金収入 ３６１

業務活動による収入 ３３２

運営費交付金による収入 ６４

補助金等による収入 ０

農地売渡代金等収入 ２４０

貸付金利息収入 ２８

その他の収入 ０

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 ２９


