
第１回目で、これからの農業経営は“単な

る生産者から高い収益を目指す経営者への進

展”が必要であり、このためには経営実態を

記帳によって的確に記録し、経営成果を明ら

かにすることが必要であることを述べまし

た。今回は経営を進める上でどのように経営

を把握するのか、また、記帳の結果を基に経

営にどのように生かしていくのか、経営管理

について述べることにします。

経営管理というといかにも難しいように聞

こえますが、これは経営者であれば誰でも行

っていることで、経営についての考え方を系

統立てて整理し、次の経営に役立てる手段を

講ずることといえます。

農業経営の最終目標は、家族経営では農業

所得を増大させること、法人経営では企業の

利潤を増大させることと、従事者の所得を増

大させることになります。そのためには、経

営を円滑に進めなければなりません。この円

滑に進める方法を考えることが経営管理とい

われるものです。これには、財務管理、労務
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管理、環境管理の３つの管理が適切に行われ

ていることが大切です。

1 財務管理

経営を進めるためには経営の目標を樹立

し、それを達成するための手段を講ずること

が必要となります。これが財務管理または計

数管理といわれるものです。このためには、

経営分析が行われます。経営分析の簡単な方

法は後ほど述べることにしますが、経営に対

する取り組み方を考えることにします。

①　経営方針について

・経営理念、経営の目的を明らかにしてい

ますか

・当面の経営目標、将来の経営目標はどう

でしょうか

・経営に関する情報収集はしっかりと行わ

れていますか

・仕事を組織化することによって円滑に運

営していますか

②　生産物について

・土地条件はどうでしょうか

・経営規模（面積・頭羽数、人員、資本、

設備）は適切ですか

・生産力は十分に生かしていますか

・商品価値を生かしていますか

・品質はどうでしょうか

③　販売条件について

・市場性はどうですか

・販売努力をしていますか

・有利販売をしていますか

・商品開発（品質の選別や改善、改良）を

していますか

・生産原価と売価の関係はどうでしょうか

2 労務管理

経営は、自分１人だけでは難しく、他の人

を使って物事を遂行させることになります。

そして、職責を他の人の行動によって実現さ

せることになります。これを円滑に進める手

段を講ずることが労務管理です。これには次

の事項の検討が必要となります。

・能力は十分に生かされていますか

・技術の習得に努力をしていますか

・労働力は十分に発揮されていますか

・労働の安全性に配慮していますか

3 環境管理

経営は一定の環境の下にあり、この環境の

中で経営を継続するとともに良好な環境を保

全する義務があります。このための手段が環

境管理です。

①　消費者との関係について

・消費動向を把握していますか

・消費者の意見（評判）はどうでしょうか

②　地域社会との関係について

・支援体制はどうですか

・地域とのかかわりはどうですか

・地域の有利条件を生かしていますか

・地域の環境保全に努めていますか

1 損益計算書

損益計算書は、（ア）どれだけの収益があっ

たか、（イ）その収益を上げるためにはどれだ
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けの費用がかかったか、（ウ）

その結果どれだけの利益（所

得）を上げることができたか

ということを表しています。

このために収益や費用を

それぞれ目的によって勘定科

目を設定し、区分整理してい

ます。また、損益の段階ごと

にも区分がなされています。

これは、次のように整理され

ることになりますが、個人経

営の場合には区分整理がなさ

れていませんので、経営を判

断する場合にはぜひとも整理

をすることが求められます。

また、勘定科目についても一

定の基準を設けて毎年同じよ

うに扱うことが必要となります。

①　収益・費用の区分

ア．収益

・売上高

生産物の売り上げや付随物の売り上げ等

（注：売上高は、畜産物の総売上金額から売

り上げ値引きや畜産物の売り上げに対する割

戻額を差し引いた金額）

・営業外収益

雑収入や助成・補助金等

・特別利益

固定資産の譲渡益（売却益）等

注：個人経営の場合は譲渡益（売却益）

②　費用

・生産原価（売上原価）

生産のための直接の原価（注：生産原価は、

畜産物の生産のための原材料の仕入れなど直

接の生産に要する費用から仕入れの割り戻し

や値引き額を差し引いた後の金額）

・販売費および一般管理費

販売や経営維持のための費用

・営業外費用

支払利息等

・特別損失

固定資産の譲渡損（売却損）等

利益を上げるためには、常に売り上げに対

3

図　６つの利益
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する利益の状況を知ることが大切です。この

利益には個人経営の場合には４つの利益、法

人では６つの利益があります（図参照）。こ

の利益を段階ごとに状況をみて、どこかに経

費のかかりすぎはないかどうかを検討するこ

とが必要です。

1 売り上げに対する原価の状況を見る

これはいわゆる原価分析といわれるもので

す。利益を上げるための条件は、原価が売り

上げよりも低くなければなりません。これを

みるためには１単位当たり（kg、頭、羽）を

売り上げるまでにいくら原価がかかったのか

をみることになります。また、売り上げに対

する原価の割合（主要な原価でよいでしょう）

をみることも必要です。原価が高いか低いか、

生産数量が順調かどうか、品質が良いか悪い

かによって利益の状況が影響されます。

2 粗利益（売上総利益）

これは畜産物の売上高から、それを生産す

るために要した生産原価（直接原価）を差し

引いたもので、差益が大きいことが望ましい

ことになります。

従って、売り上げに対する比率が高いこと

が良いことになり、経営では一番重視される

比率です。

さらには、畜産では売り上げ対飼料・モト

畜費の割合や酪農では牛乳売上高に対する飼

料費割合をみる乳飼比があります。

3 営業利益

これは営業活動、つまり畜産物の生産から

経営管理や販売に至る事業活動全般の営業

（事業）活動の成果といわれるものです。営

業利益は次のように計算されます。

4 経常利益

これは、通常の事業活動の成果であり、企

業一般の業績を表す場合によく使われるもの

で、次のように計算されます。

5 所得または税引前当期純利益

これは、企業の当期の経営活動全体の成果

といえるもので、次のように計算されます。

個人経営では所得となり、ここまでの計算

が最終となりますが、法人の場合にはこの利

益からさらに法人税等を差し引きますので、

税引き前利益といわれています。

6 当期純利益（税引き後当期純利益）

これは、税引き後の利益で、法人経営とし

所得率または税引前利益率＝
（所得または税引前利益÷総収益）×100

所得または税引前当期純利益＝経常利益
＋特別利益－特別損失

経常利益率＝（経営利益÷総収益）×100

経常利益＝営業利益＋営業外収益
－営業外費用

営業利益率＝（営業利益÷売上高）×100

営業利益＝粗利益－販売費および一般管理費

乳飼比＝（飼料費÷牛乳売上高）×100

飼料・モト畜費の割合＝
（飼料費＋モト畜費）÷売上高）×100

粗利益率＝（粗利益÷売上高）×100

粗利益＝売上高－生産原価
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ての最終利益で、当期純利益ともいわれるも

のです。次のように計算されます。

7 当期未処分利益

これは、当期純利益に前年度からの繰越利

益を加えたものです。

この金額は、株主や役員に対しての分配可

能利益の額で、株主総会において利益の処分

対象として利益処分案に提出され、利益積立

金や株主に対する配当金、役員賞与などとし

て処理される財源となるものです。

貸借対照表は、一定の時期○年○月○日現

在における財政の状態（経営財産や負債の状

況）、資本の運用、資本の調達を表しています。

貸借対照表の流動負債と当座資産の対比に

よって返済の能力が分かるなど、経営の重要

事項の判断材料に活用されます。

1 固定資産の内容はどうか

資本投資が有効な固定資産取得に当てられ

ているのかを、次の状況によってみることが

できます。

①　直接的に生産拡大に役立つもの（乳牛など）

②　現金化の比較的容易なもの（外部出資、

有価証券など）

③　経営近代化の観点から、能率向上に役立

つもの（建物や付属設備、機械装置など）

2 資本（自己資本）

自己資本の割合は経営の安全性から、大き

いほどよいことになります。

①　自己資本を大きくする努力がなされてい

るか

②　自己資本の割合は高くなってきているか

3 生産性

生産性は次によって判断することになりま

す。

① 土地生産性

②　労働生産性

③　資本生産性

4 安全性

経営の安全性は次によって判断されます。

資本負債比率

これは、一般に次のように判断されていま

す。

100％以上……優良

30％～100％……普通

30％以下……悪い

5 自己資本比率

これは、一般に次のように判断されていま

す。

30％以上……優良

30％～20％……普通

20％以下……悪い

自己資本比率＝（自己資本÷総資本）×100

資本負債比率＝（資本÷負債）×100

生産性＝産出額÷土地・労働・資本

当期未処分利益＋前期繰越利益

当期純利益＝税引前当期純利益－法人税等
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今年の冬の降雪量は記録更新とばかりに、

毎回の除雪作業が大変でした。

特に畜産農家の人たちにとっては雪のため

牛舎の窓がふさがれて日中でも電気をつけて

の作業を強いられています。

こんな中でも子牛市場では熱気があふれ、

広い駐車場には県内外からの購買者のトラッ

クや評判を聞きつけての一般の見学者も多く

大変なにぎわいです。

ごく最近までは全国平均でも子牛価格が最

下位の方に甘んじていただけに、このにぎわ

いはどうしたことだろうと不思議な気がしま

す。そして、たった１頭の種雄牛の出現によ

って、このように市場の評価が高まるのか、

農家の意欲も向上するのかと驚いている状況

です。

「やっぱり血統のよいものは違うね、花国

の名前が出ただけでポンと値段が上がってし

まう」。市場に来ている人たちは牛飼いでな

くても種雄牛の名前は知っています。

「名前で値段が決まるなんてね」、「牛も人

間の社会と同じようなもんね」と女性同士で

ささやきあっています。

競り場には、びっしりと人が入り込んでい

て立ちっぱなし、出品名簿に価格を記入しな

がら、50万円、60万円の声がかかると“ふっ”

とため息が漏れてきます。

「お母さんたち、ニコニコ顔だね」、「そり

ゃそうだよ、２頭持ってくれば100万円だも

んな」。

30万円平均で売れていた時と50万円平均で

は出品する人たちの熱気も喜びも違います。

肉用牛飼養農家も高齢化が進み、やめてし

まった人たちも見にきています。

「こんなになるんだったら、もう少しやめ

ないで飼っておくんだったなぁ」、「花国ばか

りか、他の牛も引き上げられて高くなってい

るし、失敗したよ」。

「でもなぁ、このブームはどのくらい続く

かなぁ、それにこの価格じゃ、われわれには

手が出ない、県外の購買者にみんなもってい

かれてしまうね」。

「しようがないよ、久しぶりの高値だもの、

おいしい酒が飲めるだろうなぁ」。

こんな雰囲気が一段と競り場の熱気を盛り
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上げています。

青森県は日本短角種の飼養地帯として、山

林放牧を利用しての子牛生産が主体で、自然

繁殖のため、山に放せば妊娠して帰ってくる

という状態でした。

牛肉輸入自由化とともに肉質重視が叫ば

れ、飼養品種も黒毛和種に切り替ったものの、

自然交配による子牛生産では市場の評価も低

く、早急な改良が必要となっていました。そ

して基幹種雄牛の作出に力を注ぐことになっ

たのです。

先進地から種雄牛候補を導入し、検定にか

け、ようやく、なんとか使えそうな第１号の

基幹種雄牛が「安福609」でした。

期待をこめて「雪国」と命名、その時に、

こんな替え歌がうたわれたことを覚えていま

す。

牛は好きよ、よい牛が欲しいのに、期

待して待っているけど、どうにもならないの

ですか、たたかれて、馬鹿にされて、泣きた

くなる夜、どうにか、ならないものかと口唇

かんで、待ちわびて、待ちわびた雪国

ちょうど、「雪国」という流行歌がヒット

している時で、関係者にとっては喜びと期待

感があったものと思われます。

しかし、待望の第１号も、その割には結果

が上がらず、ようやく1999年、「第一花国」

の誕生となったのです。

第一花国の産子は発育がよかったこと、そ

して枝肉重量が大きいこと、肉質が安定して

いて、各地域の枝肉共励会等で好成績を上げ、

あっという間に注目されるようになりまし

た。インターネット等の情報網の発達もブー

ムのきっかけになったと思います。

県産子牛の価格は2001年、2002年ころまで

は全国平均より低く最低の状態でした。

2003年後半より、ようやく第一花国効果が

表れ、2004年は１年間の平均価格が全国２位

となりました。月別にみても６月、８～11月

までは平均価格が全国１位になり、全国でも

トップ級の価格になってしまいました。最下

位からトップになったのです。畜産農家にと

っては、これ以上の喜びはありませんでした。

特に雌子牛の評価が上がり、高価格に目を

見張らせるものがありました。そして第一花

国効果は、他の種雄牛の子牛に対しても影響

が及び、価格を引き上げてくれたのです。

写真－1 自慢の雌雄牛（第一花国）
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本県の繁殖農家は４～５頭の小規模農家が

多く、高齢化とともに飼養戸数の減少がみら

れている状況です。しかし第一花国に対する

評価の高まりは、繁殖農家や関係者にやる気

と勇気を与えてくれました。

爺さんが、牛が好きで、その手伝いに牛の

世話をしているというＫさん。牛でお金をも

うけようとか、生活の足しにしようかという

ことでなく、隣近所で飼っている人が多いの

で、付き合い程度に飼ってきたのに、第一花

国の出現で考え方が変わったといいます。

田畑は自給自足程度で、根っからの農家で

もなく、Ｋさんは勤め人、自分も暇な時は近

くの水産加工場の日雇をしているという奥さ

ん。春から秋までは、町の牧場に放牧し、冬

は稲ワラ、野乾草、米ヌカ、野菜クズなどを

与え、天気のよい日は裏庭に繋いで管理して

いるので発情もよくわかり、人工授精も１、

２度で受胎するといいます。放牧代金、配合

飼料、人工授精代金は、30万円で子牛が売れ

てくれれば十分に間に合うとのことですが、

それでも一度に30万円というまとまったお金

が手に入ると、子供たちに洋服の１つでも買

ってやれるし、ちょっとした家庭内での大き

な買物ができます。

ところが、「30万円という金額は気軽に使

えるのでいい」と思っていたのに、「50万円

となると軽々しく使えなくなって、こんなに

高く売れるんだったら責任を持って牛づくり

をしなくては」という気持ちになったといい

ます。

わずか２頭の繁殖牛なのですが、牛飼いに

対する自覚がひしひしとわいてきたとのこと

で、いままでは気軽に使えるヘソクリ的な感

覚で飼っていたのですが、投資の対象として

無理のない状態で、もう少し頭数を増やした

いということを話してくれました。

「犬を飼うよりも、ずっと楽しいわよ」と

話してくれた奥さん。こんな飼い方をしてい

る人たちも結構いるのです。

40頭を市場に出して2000万円を突破と喜ぶ

Ｓさんのような経営もあります。繁殖牛50頭

飼養とダイコンの複合経営、最初はダイコン

主体の経営でしたが、たい肥生産と連作障害

を防ぐために牧草とダイコンの隔年作付けと

いうことで牛飼いを始めました。

粗飼料生産も十分で、春から秋までは放牧

しているため受胎成績もよく、分娩間隔も１

年１産を目指し、子牛の発育も良くて、購買

者からの評判も最高です。肉用牛部門の方が

収入も多くなり、それにつれて頭数も多くな

ってきたということです。

最近ではダイコンも中国野菜に押されて伸

び悩みの状態で、どうしようかなぁと悩んで

いるところに、子牛販売収入が倍増、今では

ダイコンをやめて肉用牛飼養一本にしようと
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はりきっています。

そのためには、この時期に基礎雌牛をそろ

えて、第一花国の後の方策を考えているとの

ことです。

牛飼いは年をとってもできるし、異常気象

による被害も少ない、作業の片寄りもなく、

家族全員でできる。自分の思いどおりに牛づ

くりができるから楽しいということです。

子牛は血統のみにあらず。体型、手入れの

よさ、飼いやすさ、生涯生産性の高いものが

望まれるはずです。その点からすると、まだ

まだ子牛の育成技術や手入れ等に反省すべき

点が多くあるようです。

ある程度の体重がないと見栄えがよくない

ということで濃厚飼料の与え過ぎで過肥の状

態で上場してくるものもみられます。足腰の

弱いものが目立ち、肋張りがなく、腹づくり

に欠けるもの、冬期間の舎飼い環境が悪いた

め体幅のないもの、手入れ不十分なものが気

になります。積雪地帯だからどうしようもな

いことですが、冬期間の管理に工夫が必要で

す。また本県は全国でも有数の放牧地を有し

ているものですが、年々、利用する人たちが

少なくなってきている状態です。子牛の発育

がよくないということで放牧をしない人たち

もいるようですが、積雪地帯だからこそ放牧

を利用して強い牛づくりが必要なのです。

血統プラス強く飼いやすい牛づくりが青森

県の地域特性を生かした牛づくりです。

また、人気の種雄牛一辺倒になり、いろい

ろな血統を選んで買うということがなくなっ

てきているようです。

第一花国の雌子牛を手にした人たちは、そ

れを利用して新しい牛づくりに挑戦していま

す。この次に考えることは第一花国と相性の

よい牛づくり、２番手、３番手の牛づくりを

考えておかないと長続きしないでしょう。

そして肉牛は、やはり肉質で勝負、その血

統がどの程度の評価が得られるのか、早く結

果を出し、情報提供の早期対応が必要です。

中でも最も重要なことは、後継者対策、若

い人たちの参加が望まれます。先に紹介した

ような８けた畜産経営のような専業者の育成

こそが肉用牛の発展につながります。

また忘れてはならないのは、小規模農家の

奨励も必要です。高齢者の生きがい対策、子

どもたちに対する情操的な肉用牛飼養も大切

です。肉用牛飼養者を増やすことこそが評価

を維持し発展にも改良にも力が入ってくると

思われます。

写真－2 雪の中の繁殖牛



今年は特に雪が多かったこともあり、牛た

ちも暗く雪で押しつぶられそうな牛舎でじっ

と我慢しているのが現実ですが、しかし中に

は雪を踏み固め、足腰を鍛えて春を待ってい

る牛たちがいます。

環境が厳しければ厳しいほど牛も鍛えられ

て丈夫になるといわれています。

本州の突端である津軽海峡では、荒波にも

まれたマグロ漁が盛んに行われています。大

トロになるであろう本マグロとの戦いです。

肉牛も寒さに耐えて霜降り肉になるように

頑張っているのです。海のマグロにも負けな

い陸マグロ（和牛肉）の作出こそが積雪寒冷

地の究極な牛づくりだと思われます。
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写真－3 春を待つ元気な育成牛

ご利用ください！ 中畜の環境関連図書 

（社）中央畜産会　事業第一統括部（情報業務） 
〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-26-5（虎ノ門17森ビル） 
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ご注文承り後に郵便払込用紙を同封しお届けいたします。なお、品切れの際はご容赦下さい。 

◆堆肥化施設設計マニュアル 
◆畜産環境保全指導 
　マニュアル－改訂版 ◆家畜排せつ物処理の実際 

A4判 250頁　3,500円（郵送料340円） 
堆肥化施設規模算定体験プログラム 
CD-ROM付き 

堆肥化の基本から、装置・機械、
建屋の構造、施設規模の算定、設置
計画と管理運営、堆肥の利用までのガ
イドラインを示したものです。堆肥化施
設建設にあたっての必読の書。 

環境に配慮した畜産経営に対する
適切な助言ができるよう畜産環境保全
指導に携わる畜産環境アドバイザーな
どの意見を取り入れた、家畜排せつ物
処理の指導書。すぐに役立つQ&A
方式の構成となっています。 

堆肥化施設導入のポイントから施設
設計、流通、処理・利活用まで、研
究者たちの解説、助言節をあわせて、
全国で実際に稼働している牛、豚、鶏
の家畜排せつ物処理施設38事例を取
り上げ、それぞれの効果や課題も詳し
くまとめています。 A4判 150頁　1,500円（郵送料340円） 

CD-ROM付き B5判 128頁　1,050円（郵送料310円） 
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清水さんは、熊本県南部に位置する球磨郡錦町で酪農を営んでいます。

飼養頭数は経産牛54頭で、日々の管理は、清水英夫さん、優子さん夫妻、長男の英明さん、

涼子さん夫妻、父の登さんの計５人で行っています。

飼料作物については、英夫さん、英明さんの２人で生産しており、13haの飼料畑でトウモ

ロコシ（１期作）とイタリアンライグラス（１回刈り）を作付けし、粗飼料の90%以上を自給

飼料でまかなっています。

球磨地域は、台風の襲来が多い地域で、平成16年も台風16号、18号とたて続けに見舞われ、

大きな被害が出ました。球磨地域における台風被害の程度は、台風が九州の東側を通るか西側

を通るかによって大きく異なります。台風が東側を通る場合は、球磨地域では西風が吹きます

が、風は九州山地に遮られ、さほど強くありません。

一方、台風が西側を通る場合は、強い東風と吹き返しの風により、長大作物などでは大きな

被害が出ます。

清水さんは、過去の被災の経験から、圃場によって被害の程度に差があることに気づき、被

害の少ない圃場での栽培条件にいくつかの共通点をみつけたといいます。

１．選定するのは耐倒伏性に優れない品種

清水さんは、耐倒伏性に優れる品種は選ばないそうです。そのような品種では、かえって折

損や葉のちぎれにより収量が低下するといいます。

最初の強い東風で一定方向に倒してしまった方が、吹き返しの風に揉まれることもないため、

収量と収穫作業効率の低下を防げるのだそうです。

原野　幸子



No.185

13

２．倒伏方向に対して直角に刈り取る

さて、東風でトウモロコシが西に向かって一定方向に

倒伏しました。清水さんはどの方角から刈り取りを行う

のでしょうか？答えは、北から。

西に向かって倒れたトウモロコシを西に向かって刈り

進むと、トウモロコシを踏みつけてしまうため上部しか

刈り取れず、収穫ロスが生じてしまいます（図－1）。

では、東に向かって刈り進むとどうなるか。踏みつけ

ることはありませんが、倒伏したトウモロコシに逆らっ

て進むことになるので作業効率が悪いうえ、根ごと引き

抜いてしまうので泥が混入し、サイレージ品質低下の原

因となってしまいます（図－2）。

というわけで、清水さんは西側に倒れたトウモロコシ

に対して直角の南北方向に刈り取りをしています。引き

起こし機つきのコーンハーベスタを使用し、通常よりも

ゆっくり刈り取れば収穫ロスは１割程度に収まるという

ことです（図－3）。

３．播種は南北方向に

上記の理由から、北から南に向かって刈り取りを進め

るため、清水さんは播種も南北方向に行っています。南

北方向に長い圃場はもちろん、長辺が東西に向いている

圃場であっても、作業効率よりも収穫ロスの低減を重視

し、南北に播種するとのことです（図－4）。

清水さんは、「牛により良い飼料を安定して給与するた

めには、平常時ではなく、常に被災時を想定して作付け

することが重要で、また、そうすることにより、経営も

安定する」といいます。

「乳を搾るにはトウモロコシ！でも、台風がなぁ～…」という方、今年は「倒れる品種を南

北方向に」播いてみませんか？

収穫ロ ス 

踏み倒し て 
上部のみ を 
刈り 取 り 

北 

風向 

図－1 西に倒れたトウモロコシを
西に向かって刈り取ると…

風向 

根を引き 抜き 
泥が混入 

図－2 西に倒れたトウモロコシを
東に向かって刈り取ると…

引き 起
こし 装

 置付き
 で 

収穫ロ
 ス ・ 泥

 の混入
無し ！

 

図－3 西に倒れたトウモロコシを
南に向かって刈り取れば…!?
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図－4 播種は南北方向に


