
経営概要書

法人名：

１ 法人の概要

２　H27年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(H28.7.1現在)　 (単位:人) ②職員数(H28.4.1現在) (単位:人)
区　分

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （H27年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （H27年度）

計 （H27年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③理事会回数
平成26年度 平成27年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５ 県の財政的関与の状況  (単位:千円)

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

事業に関連する
法令、県計画

農地中間管理事業の推進に関する法律および農業経営基盤強化促進法（農地中間管理事業）
肉用子牛生産安定等特別措置法（肉用子牛生産者補給金制度）

２年目となる農地中間管理事業については県内２５市町村で実施し、借入・貸付とも計画面積である3,000haを上回る実績となった。草地林地総合整
備型事業は事業量が大きく減少したが、次年度実施地区の計画策定業務を実施するとともに、事業実施地区の掘り起しに努めた。主要農作物原種生
産及び県有供卵牛管理業務等の県委託事業については、計画どおり実施した。比内地鶏素雛供給については、県比内地鶏ブランド認証制度にもとづ
く生産管理等を行い、農家の要望に即した供給に努めた。

項　目 区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

設立年月日 昭和44年5月27日
電話番号 018-893-6211 ホームページ http://www.ak-agri.or.jp/

設立目的
農地の効率的利用、農業の担い手育成・就農支援、農産物への付加価値活動支援、畜産の基盤整備、生産振興、畜産
経営技術指導等に関する事業を行い、農業経営体について、生産基盤から経営改善まで一体的な指導支援を行い、
もって秋田県農業の発展と農家経済の安定向上に寄与することを目的とする。

事業概要
農地中間管理事業、新規就農総合対策、特別栽培農産物認証、６次産業化支援、大豆・麦原種等生産、県有供卵牛管
理、草地林地総合整備型事業、畜産経営改善促進、肉用子牛生産者補給金制度、比内地鶏素雛供給

公益社団法人　秋田県農業公社 （公益　６）

代表者職氏名 理事長　三浦　庄助 所管部課名 農林水産部農林政策課

合計 822,090 100.0%
その他２５市町村、９団体 244,640 29.8%

主な出資
（出捐）者

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 521,250 63.4%
全国農業協同組合連合会 56,200 6.8%

所在地 秋田市山王四丁目１番２号

目標 1,283 1,378 1,212 1,181
実績 1,364 1,297

農地利用集積面積（ha）
目標 515 2,335 6,346 6,330
実績 911 3,042 7,607

1,203 －

－

認証・経営診断等実施数（件）

顧客満足度指数
目標 80.0 80.0 80.0 80.0
実績 80.5 64.3 64.2 －

理　事 監　事
役員報酬

区　分 H27 H28
正職員

H27 H28 H27 H28 19 19

1 1 6 4
2 2

16 16 3 3

46.3
3 3 3

49 59 19.1
16 21

1 1 1 1 74 82
19 24

2 2 68.6

4 4

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度 平成27年度

5,717
4 4 1 1 3,499
18 18 3 3

3,233,974 2,323,911 3,718,336 3,929,511
基本財産・特定資産運用益 3,106 2,933 1,556,983 1,778,059
受取会費・受取寄附金 19,224 18,913 5,275,319 5,707,570

99,132 92,046 236,511 645,526
1,959,268 1,453,251

受取補助金・受取負担金 655,675 395,763 4,182,302 4,214,255

3,221,768 2,323,604 67,190 62,668
12,029 10,444

497,569 361,005 3,153,308 2,969,106
3,233,797 2,334,048 4,418,813 4,859,781

847,789
704 435 5,275,319 5,707,570

人件費(事業費分含む) 311,038 313,052 789,316 785,121
177 △ 10,137 353,487 353,454

1,046 5,942
1,223 △ 4,195

38 △ 4,521

1,750 6,377 856,506

項　目 算　式 平成26年度 平成27年度 H26-27増減※

100.0% 99.6% △ 0.4

退職給与引当状況
要支給額 引当額 引当率(%)

1,261 △ 8,716 153,446 153,446 100.0%

0.1% △ 0.5

区　分 平成26年度 平成27年度 支出目的・対象事業概要等

1572.2% 608.7% △ 963.4
16.2% 14.9% △ 1.4
0.7%

年度末
残高

1,677,671 1,677,671 大潟村方上地区土地取得整備等資金ほか
1,474,125 1,291,435 農用地売買事業借入金、農作業受委託事業借入金

年間
支出

570,965 277,977 草地林地総合整備型事業費補助金、農地中間管理事業費補助金ほか
84,650 86,359 県有供卵牛等の管理業務、大豆・麦原種等生産業務ほか
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

事業実施に関して、農地中間管理事業については引き続き各方面と連携をして事業推進に努めた。比内地鶏素雛供給につ
いては県比内地鶏ブランド認証制度に基づく生産管理等を行い、農家の要望に即した供給に努めた。

A

草地林地総合整備型事業等の
事業量の減少により、経常増
減額は△10,137千円となった
が、経常収支比率は99.6％で
±5％以内となっているほか、
出資金の取り崩しや運営費補
助の受給も行っていない。

・草地林地総合整備型事業等の事業量の減少により、経常増減額が△10,137千円となった。
・剰余金である一般正味財産残高は平成28年3月末で785,121千円と経常増減額に比して十分であり、財務基
盤は安定している。
・平成28年度予算では、経常増減額が△6,480千円とされており、平成27、28年度と連続して経常増減額が
マイナスになることが予想されるため、新たな事業や既存の事業からの収入の確保及び各事業の収入に応じ
たコストの管理により経常増減額を黒字にする対応が求められる。

A

三セクの行動計画では、
県が実施すべき事業を主
たる事業とする法人に位
置付けられている。本県
の農業を総合的にサポー
トする公益法人であり、
その行政補完的役割は極
めて大きい。

B

常勤の役職員体制は整っ
ている等、概ね適切と認
められる。農地中間管理
機構として、事業計画や
役員の選任等県が強く関
与しなければならない仕
組みとなっていることか
ら、現在も充て職役員が
就任中であるが、廃止に
ついて検討が必要であ
る。

B

農用地利用集積や認証の件
数等は概ね達成されてい
る。今後も農家の要望に
沿った事業推進が求められ
る。

A

A

農地中間管理機構や青年農
業者等育成センターとし
て、担い手の経営改善や新
規就農者への支援を行うほ
か、園芸作物の種子生産や
畜産関係の生産基盤整備な
ど、本県農業の根幹を支え
る重要な業務を担う機関で
ある。
また、「第２期ふるさと秋
田元気創造プラン」推進の
ため、６次産業化の推進な
ど競争力強化に向けた業務
を実施しており、公共的役
割を担っている。

A

A

農地中間管理機構の指定
を受け、担い手の経営発
展を支援するとともに、
新規就農者の支援や６次
産業化推進、農産物認
証、主要農作物原種生
産、畜産環境整備や畜産
経営体支援指導を実施す
るなど、県農政推進の補
完的役割を担っている。

B

H12年の公社統合以来、
退職者の補充を行なって
いなかったが、H25年度
から27年度までで計5名
の正職員を採用した。職
員の年齢構成偏重の解消
と適切な人員数確保のた
め、今後も計画的な職員
採用を行い、組織体制の
整備を図る必要がある。

B

B B A

（公益　６）

農地中間管理事業における
賃借料の徴収時期及び受け
手側の助成に対する不満が
多かったこと、比内地鶏素
雛供給事業では生育状況等
の満足度指数が低かったこ
とから、目標未達成となっ
た。今後も農家の要望に
沿った事業推進と素雛品質
等の向上に努める。

A

当期一般正味財産増減額は
4,195千円のマイナスであっ
たが経常収支比率は±5％以
内となっている。農地中間
管理事業の更なる推進と畜
産環境整備事業等の事業量
確保により、収支均衡が見
込まれる。

適切であると認められる
が、平成28年度も経常増減
額がマイナスの見込みと
なっており、今後もコスト
管理等による収益の確保が
期待される。

B

　役員会は、必要に応じ適
宜開催され、業務執行意思
決定を適切に行っている。
　役員の充て職について
は、農地中間管理機構とし
て農地集積・集約を行うな
ど、県が強く関与していく
必要があるため就任中であ
る。
　理事長や専務理事、プロ
パー職員は常勤しており、
円滑な業務運営を行ってい
る。

B

農地利用集積面積については、
目標に対して120％の達成率と
なっている。
 特別栽培農産物の認証等の件
数については目標に対して達成
率は99％とほぼ達成することが
できた。
　顧客満足度調査では、農地中
間管理事業の賃借料徴収時期や
比内地鶏素雛供給事業の生育状
況に関する満足度が低かったこ
とから全体の目標達成率は80％
であった。

公益社団法人 秋田県農業公社
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