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注 意 事 項
トイレなど途中退出後の再入室は認めません。試験開始の合図の前までに済ませてください

１　試験監督員の指示があるまで、この問題冊子は開かないようにしてください。
２　試験中、下記の使用が認められたもの以外は、すべてカバン等にしまい、机の中又は、足元等�
指定された場所に置いてください。試験中、使用が認められるものは、次のとおりです。
　　・筆記具（ＢまたはＨＢの黒鉛筆/シャープペンシル）・消しゴム・定規・ラインマーカー
　　・電卓（基準に適合したものに限る。又は算盤）・時計（通信機能を有するものを除く）
３　スマートフォン等通信機器を使用することは認めません（時計の代わり又は電卓として使用も不可）。
　　電源を切り、カバン等にしまってください。
４　試験監督員の指示に従わない場合、また、周囲に迷惑をかける等、適切な試験の実施に支障を�
来たす行為を行った場合には、不正受験とみなすことがあります。
５　上掲４の場合を含み、不正受験と認められた場合には、直ちに退室を命ずることがあります。
６　試験時間は、１時間30分（90分）です。試験開始の合図により、試験を始めてください。
７　この問題冊子には、問題25問まで掲載しており、１頁から18頁まで印刷しています。
　　試験監督員の指示に従い、頁を調べ、印刷不鮮明や落丁等があれば、挙手をして申し出てください。
８　解答は、別途配布した解答用紙（マークシート）に記入（該当番号の塗りつぶし）してください。
９　問題の内容に関する質問には、一切応じません。
10　退室可能時間は、試験開始後30分後から試験終了10分前です。
　　※�退出を希望する場合は、必ず挙手をして、試験監督員が解答用紙を確認し回収するまでは、�

席を立たないでください。一旦退出後の再入室は、認めません。
11　試験終了の合図とともに、直ちに、筆記具を置き、解答用紙を裏返してください。
12　試験監督員が解答用紙を回収し、受験番号や氏名等の記載内容を確認した後、退室可能を指示
するまでは、席を立たないでください。
13　この問題冊子及び計算用紙は、持ち帰ることができます。解答用紙は、持ち帰れません。
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問題１ 以下のある農企業の〔資料〕に基づいて，各問に答えなさい。 

〔資料〕 

1．貸借対照表（2022年3月31日）（単位：千円） 

Ⅰ流動資産  Ⅰ流動負債  

 現金預金 6,000  買掛金 4,800 

 売掛金 9,240  未払法人税等 1,200 

 棚卸資産 750  短期借入金 3,500 

 その他流動資産 1,890 流動負債合計 9,500 

   流動資産合計 17,880 Ⅱ固定負債  

Ⅱ固定資産   長期借入金 18,000 

 建物・構築物 10,000 固定負債合計 18,000 

 機械装置 34,500 負債合計 27,500 

 工具器具備品 7,000 Ⅰ純資産  

  減価償却累計額 -12,500  出資金 40,000 

 土地 31,000  繰越利益剰余金 20,380 

   固定資産合計 70,000 純資産合計 60,380 

   資産合計 87,880 負債・純資産合計 87,880 
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2．損益計算書（2021年4月1日～2022年3月31日）（単位：千円） 

Ⅰ売上高 58,000 

Ⅱ売上原価 36,500 

売上総利益 21,500 

Ⅲ販売費および一般管理費  

  水道光熱費 560 

  租税公課 750 

  減価償却費 1,200 

  その他販管費 4,270 

営業利益 14,720 

Ⅳ営業外収益  

  雑収入 1,500 

Ⅴ営業外費用  

  支払利息 780 

経常利益 15,440 

法人税等 4,700 

当期純利益 10,740 

 

問１ 〔資料〕に基づいた場合，売上高総利益率は（ 1 ）％となる。（なお，％以下第3位を

四捨五入し，％以下第2位までを算定する。） 

〔1の選択肢〕   

1．18.52 2．25.38 3．26.62 

4．37.07 5．62.93  

 

問２ 〔資料〕に基づいた場合，売上高経常利益率は（ 2 ）％となる。（なお，％以下第3位を

四捨五入し，％以下第2位までを算定する。） 

〔2の選択肢〕   

1．18.52 2．25.38 3．26.62 

4．37.07 5．62.93  
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問３ 〔資料〕に基づいた場合，売上高借入金比率は（ 3 ）％となる。（なお，％以下第3位を

四捨五入し，％以下第2位までを算定する。） 

〔3の選択肢〕   

1．6.03 2．31.03 3．37.07 

4．269.77 5．322.22  

 

問４ 〔資料〕に基づいた場合，借入金依存度は（ 4 ）％となる。（なお，％以下第3位を四捨

五入し，％以下第2位までを算定する。） 

〔4の選択肢〕   

1．3.98 2．20.48 3．24.47 

4．35.61 5．37.07  

 

問５ 〔資料〕に基づいた場合，当座比率は（ 5 ）％となる。本問における当座資産は，現金

預金および売掛金とする。（なお，％以下第3位を四捨五入し，％以下第2位までを算定す

る。） 

〔5の選択肢〕   

1．160.42 2．168.32 3．180.32 

4．188.21 5．317.50  

 

問６ 〔資料〕に基づいた場合，売上高現預金比率は（ 6 ）％となる。（なお，％以下第3位を

四捨五入し，％以下第2位までを算定する。） 

〔6の選択肢〕   

1．10.34 2．26.28 3．27.57 

4．29.53 5．30.83  

 

問７ 〔資料〕に基づいた場合，総資本回転率は（ 7 ）回転となる。（なお，小数点以下第3位

を四捨五入し，小数点以下第2位までを算定する。） 

〔7の選択肢〕   

1．0.56 2．0.66 3．0.96 

4．1.04 5．1.52  
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問題２ 以下の〔資料〕に基づき，各問に答えなさい。 

〔資料〕 

1．貸借対照表（2022年3月31日）（単位：千円） 

Ⅰ流動資産  Ⅰ流動負債  

 現金預金 6,000  買掛金 4,800 

 売掛金 9,240  未払法人税等 1,200 

 棚卸資産 750  短期借入金 3,500 

 その他流動資産 1,890 流動負債合計 9,500 

   流動資産合計 17,880 Ⅱ固定負債  

Ⅱ固定資産   長期借入金 18,000 

 建物・構築物 10,000 固定負債合計 18,000 

 機械装置 34,500 負債合計 27,500 

 工具器具備品 7,000 Ⅰ純資産  

  減価償却累計額 -12,500  出資金 40,000 

 土地 31,000  繰越利益剰余金 20,380 

   固定資産合計 70,000 純資産合計 60,380 

   資産合計 87,880 負債・純資産合計 87,880 
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2．損益計算書（2021年4月1日～2022年3月31日）（単位：千円） 

Ⅰ売上高 58,000 

Ⅱ売上原価 36,500 

売上総利益 21,500 

Ⅲ販売費および一般管理費  

  水道光熱費 560 

  租税公課 750 

  減価償却費 1,200 

  その他販管費 4,270 

営業利益 14,720 

Ⅳ営業外収益  

  雑収入 1,500 

Ⅴ営業外費用  

  支払利息 780 

経常利益 15,440 

法人税等 4,700 

当期純利益 10,740 
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3．製造原価報告書（2021年4月1日～2022年3月31日）（単位：千円） 

Ⅰ 材料費  

  種苗費 3,450 

  肥料費 3,920 

  農薬費 1,560 

  諸材料費 2,360 

材料費合計 11,290 

Ⅱ 労務費  

  賃金手当 10,000 

  法定福利費 2,240 

労務費合計 12,240 

Ⅲ 経費  

  支払地代 3,240 

  作業委託費 3,300 

  賃借料 2,170 

  諸会費 1,120 

  減価償却費 940 

  修繕費 2,200 

経費合計 12,970 

当期製品製造原価 36,500 

 

問８ 〔資料〕に基づいた場合，労働生産性は（ 8 ）円である。なお，付加価値の計算は以下の式に

従い行いなさい。当社の従業員数は，15人であった。（端数が生じる場合には，円未満を四捨五入し

なさい。） 

  付加価値＝経常利益＋＊1人件費＋＊2金融費用＋＊3賃借料＋租税公課＋＊4減価償却費 

   ＊1：賃金手当と法定福利費の合計 

   ＊2：支払利息 

   ＊3：支払地代 

   ＊4：製造原価報告書および損益計算書の減価償却費の合計 
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〔8の選択肢〕   

1．2,094,000 2．2,238,667 3．2,243,333 

4．2,388,000 5．2,450,667  

 

問９ 〔資料〕に基づいた場合，労働分配率は（ 9 ）％である。（なお，％以下第3位を四捨五入

し，％以下第2位までを算定する。） 

〔9の選択肢〕   

1．27.20 2．33.30 3．35.02 

4．36.37 5．38.97  
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問題３ 以下の〔資料〕に基づき，各問に答えなさい。 

 

〔資料〕予算損益計算書（単位：円） 

売 上 高 1,500,000 

変 動 費 600,000 

限界利益 900,000 

固 定 費 600,000 

営業利益 300,000 

 

問１ 〔資料〕に基づいた場合，損益分岐点売上高は（ 10 ）円である。 

〔10の選択肢〕   

1．400,000 2．600,000 3．1,000,000 

4．1,200,000 5．1,500,000  

 

問２ 〔資料〕に基づいた場合，安全余裕率は（ 11 ）％である。（なお，％以下第3位を四捨五

入し，％以下第2位までを算定する。） 

〔11の選択肢〕   

1．28.72 2．33.33 3．40 

4．60 5．66.67  
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問題４ 以下の文章のうち，誤っている文章の組み合わせを一つ選びなさい。なお，マークシート

の問題番号は12とする。 

 

   ア．所得税の確定申告にあたり青色申告を実施する場合には，必ず損益計算書および貸借対

照表を作成しなければならない。 

   イ．経営分析のため青色決算申告書を組み替える場合に，売掛金に長期滞留債権がある場合

には，固定資産の投資等の「破産債権等」へ組み替える。 

   ウ．経営分析のため青色決算申告書を組み替える場合に，販売金額のうち自己が生産した農

産物など製品の販売金額は，売上高の「製品売上高」へ組み替える。また，減価償却資産

である生物の売却収入は，売上高の「生物売却収入」へ組み替える。 

   エ．経営分析のため青色決算申告書を組み替える場合に，農産物等は流動資産の「仕掛品」

へ組み替え，未収穫農産物等は流動資産の「製品」へ組み替える。 

 

〔12の選択肢〕   

1．アイ 2．アエ 3．イウ 

4．イエ 5．ウエ  
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問題５ 以下の文章のうち，誤っている文章の組み合わせを一つ選びなさい。なお，マークシート

の問題番号は13とする。 

 

   ア．資本回転率は，資本が効率的に運用されているかどうかを示すものであり，資本回転率

が良好であれば資本効率が向上することになる。また，資本回転率の向上は，資金繰りの

改善によって債務支払能力が高まるため安全性に貢献するが，収益性には影響がない。 

   イ．売上高材料費比率とは，原材料の投入（インプット）に対して生産物の産出（アウトプ

ット）が効率的に行われているかどうかを示す指標である。農業はモノ作りであるから，

生産技術の向上が欠かせず，売上高に対する材料費の比率をみると技術力の水準が明らか

となる。 

   ウ．農業所得率は，売上高に占める農業所得の比率を示すものであり，値が小さいほど売上

高の多くを農業所得が占める割合が高いことを示す。 

   エ．流動比率は，流動負債に対する流動資産の割合であり，短期的な債務返済能力を示す。

流動比率が高いほど短期的な債務支払能力は高いが，あまり高すぎると収益性の面で不利

になる可能性がある。 

 

〔13の選択肢〕   

1．アイ 2．アウ 3．イウ 

4．イエ 5．ウエ  
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問題６ 以下の文章のうち，誤っている文章の組み合わせを一つ選びなさい。なお，マークシート

の問題番号は14とする。 

 

   ア．リスクマネジメントの手法には，リスク財務法とリスク制御法が存在する。リスク財務

法は，リスクを構成する要素としての原因に働きかけるリスクコントロールであり，リス

ク制御法は，その結果に働きかけるものである。 

   イ．耕種農業におけるリスク低減技術の導入としては，水稲の深水管理による低温障害の防

止，大豆などの転作作物のブロックチェーンによる雑草繁茂などの連作障害の防止などが

あげられる。 

   ウ．消費者価格が比較的安定している農産物の場合には，消費者や実需者への直販を増やす

など販売ルートの多様化によって価格変動リスクを分散させることが可能となる。また，

契約栽培では，予め価格を決めることが多く，価格変動リスクを低下させることができる

可能性がある。 

   エ．農業共済（ＮＯＳＡＩ制度）は，収量減少リスクに対するリスクファイナンスとして有

効な方法であり，農業経営全体をカバーするものであり，対象品目は限定されない。 

 

〔14の選択肢〕   

1．アイ 2．アエ 3．イウ 

4．イエ 5．ウエ  
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問題７ 以下の文章のうち，誤っている文章の組み合わせを一つ選びなさい。なお，マークシート

の問題番号は15とする。 

 

   ア． 収入保険制度は，本来品目の枠にとらわれずに農業経営全体をカバーすることを目的と

するものであるが，牛マルキンなどの経営安定対策の対象品目である畜産品目は収入保険

制度よりも農業経営者にとって有利であることから対象品目から除外し，複合経営の場合

には畜産品目以外の品目については収入保険制度に加入できるようになっている。 

   イ．収入保険制度は，青色申告を適切に行っている農業者（個人・法人）が対象になり，青

色申告を過去５年間継続して実施している農業者に加入対象は限定される。 

   ウ．加工品は収入保険制度の対象収入からは除外するが，自ら生産した農産物等を加工・販

売し，所得税法上の農業所得として申告しているものは対象収入に含めることができる。 

   エ．収入保険制度の対象収入には雑収入は含まれないため，数量払交付金や農業協同組合等

から支払われる農産物の精算金についても対象収入たる販売金額に含めることはできない。 

 

〔15の選択肢〕   

1．アイ 2．アエ 3．イウ 

4．イエ 5．ウエ  
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問題８ 以下の文章のうち，誤っている文章の組み合わせを一つ選びなさい。なお，マークシート

の問題番号は16とする。 

 

   ア．ポーターの５つの競争要因のうち「代替品の脅威」の具体例としては，安価な輸入肉牛

が市場に参入することによって国内畜産農業者の収益性が低下するなどの状況が想定され

る。 

   イ．ポーターの５つの競争要因のうち「売り手との交渉力」とは，農産物を大手スーパーな

どにのみ販売している場合に農業者側の交渉力が弱くなり，低い収益性のまま農産物を販

売せざるを得ない状況になることなどが考えられる。 

   ウ．経営戦略の策定にあたり，経営の外部環境を分析するために用いられる手法がＳＷＯＴ

分析である。ＳＷＯＴ分析は，「機会」「脅威」「弱み」「強み」を分析するものであり，外

部環境の分析のみに用いられるものである。 

   エ．差別化戦略とは，製品やサービスの差別化を図ることによって競争優位性を確保する戦

略であり，高付加価値の農産物を生産することによって高い収益性を実現する農業経営な

どが考えられる。 

 

〔16の選択肢〕   

1．アイ 2．アエ 3．イウ 

4．イエ 5．ウエ  
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問題９ 当社は変動損益計算書による短期利益計画を実施している。以下の〔資料〕に基づき，各問に

答えなさい。 

〔資料〕短期利益計画用の変動損益計算書 

 

 

問１ 空欄（ ① ）に入る金額を答えなさい。なお，選択肢の問題番号は17とする。 

〔17の選択肢〕   

1．12,850,000 2．20,616,000 3．20,991,000 

4．38,491,000 5．42,421,000  

 

  

作目 主食用米 飼料用米 大豆 合計
年度 当年度計画 当年度計画 当年度計画 当年度計画
作付面積（ha） 20 12 18 50
10a当たり収量（㎏） 500 780 250
生産量（㎏） 100,000 93,600 45,000 238,600
販売量（㎏） 100,000 93,600 45,000 238,600
販売単価（円/㎏） 120 60 75
変動益（円） 売上高（販売金額） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　）

価格補填収入 15,000,000 2,500,000 （　　　 ？　 　　）
売上高 （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　）
（内部売上高）
作付助成収入 850,000 0 3,080,000 （　　　 ？　 　　）
変動益合計 （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ①　 　　）

変動費（円） 種苗費 180,000 380,000 360,000 （　　　 ？　 　　）
肥料費 1,950,000 850,000 785,000 （　　　 ？　 　　）
諸材料費 650,000 980,000 185,000 （　　　 ？　 　　）
　材料費合計 （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　）
作業委託費 480,000 700,000 0 （　　　 ？　 　　）
（内部委託費）
動力光熱費 180,000 250,000 255,000 （　　　 ？　 　　）
共済掛金 35,000 35,000 48,000 （　　　 ？　 　　）
とも補償拠出金 68,500 69,000 56,500 （　　　 ？　 　　）
荷造運賃 180,000 100,000 165,500 （　　　 ？　 　　）
販売手数料 68,000 98,000 78,500 （　　　 ？　 　　）
変動費計 （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　）

限界利益（円） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ②　 　　） （　　　 ？　 　　）
10a当たり限界利益（円） （　　　 ？　 　　） （　　　 ③　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ？　 　　）
売上高材料費比率（％） （　　　 ④　 　　） （　　　 ？　 　　） （　　　 ⑤　 　　） （　　　 ？　 　　）
固定費（円） 28,500,000
営業利益（円） （　　　 ⑥　 　　）
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問２ 空欄（ ② ）に入る金額を答えなさい。なお，選択肢の問題番号は18とする。 

〔18の選択肢〕   

1．1,933,500 2．7,021,500 3．9,058,500 

4．17,154,000 5．33,234,000  

 

問３ 空欄（ ③ ）に入る金額を答えなさい。端数が生じる場合には，円未満を四捨五入しなさい。な     

お，選択肢の問題番号は19とする。 

〔19の選択肢〕   

1．39,008 2．45,293 3．66,468 

4．142,950 5．17,154,000  

 

問４ 空欄（ ④ ）に入る数値を答えなさい。端数が生じる場合には，％以下第3位を四捨五入し，％ 

以下第2位までを算定する。なお，選択肢の問題番号は20とする。 

〔20の選択肢〕   

1．10.72 2．16.42 3．22.64 

4．23.17 5．70.49  

 

問５ 空欄（ ⑤ ）に入る数値を答えなさい。端数が生じる場合には，％以下第3位を四捨五入し，％ 

以下第2位までを算定する。なお，選択肢の問題番号は21とする。 

〔21の選択肢〕   

1．10.72 2．16.42 3．22.64 

4．23.17 5．78.41  

 

問６ 空欄（ ⑥ ）に入る金額を答えなさい。なお，選択肢の問題番号は22とする。 

〔22の選択肢〕   

1．4,734,000 2．7,021,500 3．9,058,500 

4．17,154,000 5．33,234,000  
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問題10 以下の文章のうち，誤っている文章の組み合わせを一つ選びなさい。なお，マークシート

の問題番号は23とする。 

 

   ア． ６次産業化成功のための最大のポイントは，新たに進出する２次産業ないし３次産業が，

「単体の事業として成り立つものであること」である。従来の農業経営の延長線上として

捉えるのではなく，全く新しい異なる事業であることを強く認識する必要があるのである。 

   イ． 個人事業主が個人事業主のまま６次産業化を行うケースは，高い信用力を維持したまま

展開できるというメリットがあるが，費用が過大に生じるというデメリットがある。 

   ウ． ６次産業化による新規事業は新たな法人を設立して実施するケースの場合，農地所有適

格法人の要件の制限を受けず，高い信用力のもと事業を展開できるというメリットがある

が，新たな法人設立のための追加的なコストが発生するというデメリットがある。 

   エ． スーパーＷ資金（農林漁業施設資金・アグリビジネス強化計画）は，日本政策金融公庫

の制度融資であり，農産物の加工・販売などを行うために設立したアグリビジネス法人を

運営する全ての農業事業者が対象となる。 

 

〔23の選択肢〕   

1．アイ 2．アエ 3．イウ 

4．イエ 5．ウエ  

 

  

- 16 -



 

- 17 - 
 

問題11 以下の文章のうち，誤っている文章の組み合わせを一つ選びなさい。なお，マークシート

の問題番号は24とする。 

 

   ア． 短期経営計画の策定にあたっては，収益力の高い作目を優先的に選定しなければならな

い。ここにおける収益力の高い作目とは，販売単価の高い作目のことであり，市場におい

て高額で販売できる農作物のことである。 

   イ． 最小限の設備投資で利益の最大化を目指す方法としては，播種から収穫までの期間が短

く，年間複数回の収穫が可能なものを選定することによって，回転率を高めるという方法

が考えられるが，その際には連作障害など地力の低下に十分留意しなければならない。 

   ウ． 国や地域の政策として生産の促進に取り組んでいる作目については，生産量や栽培面積

に応じて補助金が交付されることがあるが，これらの補助金は不確定要素が強いため収益

力の一部としてみなしてはいけない。 

   エ． 付加価値の高い作目を模索して，技術力の向上のために試験栽培を行うことは，将来の

収益力向上のために重要である。需要が高い品目や今後需要が見込まれる品目を積極的に

検討することや低コスト化のために加工・業務用ニーズに合わせた規格・品質による生産

を検討することは収益力向上のために必要な努力である。 

 

〔24の選択肢〕   

1．アイ 2．アウ 3．イウ 

4．イエ 5．ウエ  
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問題12 以下の文章のうち，誤っている文章の組み合わせを一つ選びなさい。なお，マークシート

の問題番号は25とする。 

 

   ア． 長期経営計画を策定する前に，自らの信念を謳った「基本理念」を明確にする必要があ

る。「基本理念」は，自らの経営・会社は，何をする企業なのか，何を目指しているのか，

何を信念としているのか，など経営の根幹にかかわる考えを言葉で表現したものである。 

   イ． 中期経営計画は，長期経営計画で策定した基本理念，経営方針・経営戦略とこれらに基

づく経済的計画・設備計画を踏まえて，今後3～5年間の活動について具体的な内容に落と

し込むことになる。 

   ウ． 市町村による農業経営改善計画の認定を受けるためには，計画が関係市町村基本構想に

照らして適切なものであるということという要件のみを満たしている必要がある。 

   エ． 農業経営改善計画の「（参考）経営の構成」欄には，農業経営に携わる者の担当業務及

び年間農業従事時間等について，現在の状況を記載すればよく将来の離農予定見込みの者

や将来計画に参画する見込みの者までは記載する必要はない。 

 

〔25の選択肢〕   

1．アイ 2．アエ 3．イウ 

4．イエ 5．ウエ  

 

- 18 -




