
漁業の生産構造と経営展望
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水 産 庁



Ⅰ
 
沿岸漁業の生産構造

１
 
経営体数のすう勢

○

 
沿岸漁業の経営体数は、引き続き減少傾向にあるものの、比較的高齢な漁業者の

 減少率が低下したことから、現行基本計画策定時に推計したすう勢を上回り、経営体

 数は平成２９年には約７．７万程度になると推計される。

１
資料：農林水産省「漁業センサス」、「漁業動態統計年報」及び「漁業・養殖業生産統計年報」より作成。すう勢値は水産庁にて推計。
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沿岸漁業の就業者数のすう勢

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H5 H10 H15 H20 H25

就業者数(人)

実績

今回の推計

現行基本計画策定時の推計

沿岸漁業者全体

６５歳未満

H29(年度）

7．7万人 7．0万人

11.7万人
10.7万人

○

 
沿岸漁業の就業者数は、引き続き減少傾向にあるものの、比較的高齢な漁業者の減少率が

 低下したことから、現行基本計画策定時に推計したすう勢を上回り、平成２９年には就業者数が

 約１１．７万人程度、うち65歳未満の就業者数は約７．０万人程度になると推計される。

２

資料：農林水産省「漁業センサス」、「漁業動態統計年報」及び「漁業就業動向統計年報」。但し、Ｈ５，１０及び１５以外の

 
数値は、

 

「漁業動態統計年報」及び「漁業就業動向統計年報」による推計値である。すう勢値は水産庁にて推計。

２
 
就業者数のすう勢



○

 
将来にわたって国民への水産物の安定供給を確保するため、効率的かつ安定的

 な漁業経営体によって漁業生産の大宗が担われる生産構造について、その展望を

 示す。

３

Ⅱ．沿岸漁業の生産構造の展望
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（注）
※点線部は、各漁業種類の全体の生産金額を示す。
※H15の現状については、効率的かつ安定的な漁業経営体足りうる水準にある経営体の値。
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○

 
沿岸漁業の経営体のうち、他産業並みの所得がある主業的漁家などの『効率的

 かつ安定的な経営体』は約1割であるが、特に漁船漁業ではシェアが低い状況。

５

資料：農林水産省「漁業センサス」

経営体数

（Ａ）

『効率的かつ安定的

 な経営体』の数（Ｂ）
シェア

（Ｂ／Ａ）

沿岸漁業 １２５，４３２ １４，６２６ １１．７％

漁船漁業 ９６，７８７ ５，０２７ ５．２％

定置網漁業 ５，５７７ １，７５４ ３１．５％

海面養殖業 ２３，０６８ ７，８４５ ３４．０％

沿岸漁業の経営体数及び『効率的かつ安定的な経営体』の数（平成１５年）

注：本資料では、当該都道府県における他産業並み所得以上の漁業所得がある主業的漁家及び企業等の団体経営を効率的かつ安定的

 
な経営体足りうる水準にある経営体として『効率的かつ安定的な経営体』と位置づけ。



○

 
沿岸漁業の総生産額のうち、６割程度が『効率的かつ安定的な経営体』によって担

 われているが、漁業種類によって大きく比率が異なっている。

６

漁船漁業３，０８８億円 定置網漁業１，１６５億円 海面養殖業５，００５億円

９８０億円
（８４%）

３，９４２億円
（７９%）

（『効率的かつ安定的な経営体』による生産額）

７７１億円
（２５%）

沿岸漁業全体の生産額及び『効率的かつ安定的な経営体』による生産額（H15)
（９，２５７億円）

 
（５，６９３億円）

資料：農林水産省「漁業センサス」



７

○

 
零細な経営体が多い漁船漁業の分野を中心に、効率的かつ安定的な経営体の育

 成を図り、平成２９年において、効率的かつ安定的な経営体による生産金額を、漁船

 漁業では７割程度、沿岸漁業全体では８割程度まで引き上げ、安定的な生産構造の

 確立を目指す。

漁船漁業 定置網漁業 海面養殖業

Ｈ１５
８４%

Ｈ１５
７９%

（効率的かつ安定的な経営体による生産額）

Ｈ１５
２５%

（７割程度）

（９割程度） （９割程度）

平成２９年における沿岸漁業の生産額に占める効率的かつ安定的な経営体のシェア



○

 
安定的な生産構造を確立するため、効率的かつ安定的な経営体数については、

 平成29年までに、平成15年時点の約1万5千経営体から1万経営体上積みし、全経

 営体の１／３程度を占める2万5千経営体を目指す。

８

平成15年 平成29年（展望）

沿岸漁業 １４，６２６（１１．７%） ２５，０００（３分の１程度）

漁船漁業 ５，０２７（

 

５．２%） １５，０００（４分の１程度）

定置網漁業 １，７５４（３１．５%） １，９００（５割程度）

海面養殖業 ７，８４５（３４．０%） ８，１００（６割程度）

効率的かつ安定的な経営体数の展望

（

 

）内は、それぞれの経営体数全体に占めるシェア

資料：平成１５年は農林水産省「漁業センサス」





９

○

 
沿岸漁業の経営展望は、経営体数や生産量、生産金額が多い漁業種類の家族型経営につい

 て、経営改善の参考に供することを目的として作成したもの。
○

 
各経営展望は経営状況が良好な経営体のデータを基礎としてモデル的に作成したものであり、

 現場での経営改善の取組に当たっては、各地域や個々の経営体の状況を十分に勘案すること

 が必要。
○

 
なお、経営展望については、各地域での経営改善の進展状況や新技術の開発・普及状況等に

 応じて、随時見直し、改良していくことが必要。

経営体数 生産量（万トン） 生産金額（億円）

小型底びき網 ９，４８０（

 

７．３％） １５．５（

 

５．７％） ７５５（

 

８．１％）

刺し網 １８，７５６（１４．４％） １４．９（

 

５．５％） ６０３（

 

６．５％）

沿岸いか釣り ４，８８７（

 

３．８％） ５．８（

 

２．１％） ２３２（

 

２．５％）

小型定置 ４，６７８（

 

３．６％） １４．４（

 

５．３％） ３２５（

 

３．５％）

魚類養殖 ２，７２４（

 

２．１％） ２６．２（

 

９．６％） １，９６５（２１．０％）

のり養殖 ５，９０１（

 

４．５％） ３５．９（１３．２％） ９７９（１０．５％）

（経営展望を作成した漁業種類） （注）（

 

）内は沿岸漁業全体に占めるシェア

１．経営展望を作成する漁業種類

Ⅲ．沿岸漁業の経営展望

資料：農林水産省「平成１６年漁業・養殖業生産統計年報」



１０

２．経営展望の作成方法

○

 

次の２点を可能とする経営モデルを作成。

①経営としての継続性の確保

・代船等の基本的資産の投資につき、更新周期２０年で更新するための減価償却を可能とすること。

・次期投資に要する資金として投資額の２０％の内部留保を可能とすること。

②他産業とそん色のない水準の所得の確保

・他産業並みの水準として、漁業者自身の所得として５００万円、従事者の給与として４００万円の水準

 を可能とすること。

○経営モデルの作成に当たっての前提条件は以下のとおり。

①当該漁業について、その態様から、基本的な資産の平均的な投資額、平均的な更新周期、従事者数

 を設定する。

②当該漁業の水揚げを収入とする。

③経営改善努力により、主要な経費の支出を一定程度削減する。

④漁業者の所得を５００万円、従事者の給与を４００万円と設定する。

⑤投資された資産の償却は、定額償却で行う。借り入れにより初期投資を行っている場合、償却分を返

 済原資に充当することとなる。

⑥税引き後の所得を、内部留保として保持し、代船等の次期投資の頭金に充当する。

○経営展望は、①経営としての継続性を有し、かつ、②他産業とそん色のない水準の所得を確保することを可

 能とする経営モデルを、実現すべき単年度収支構造と併せて、経営改善を進めるに当たって留意すべき事項を

 例示的に記述しとりまとめたもの。



３．各漁業種類の経営展望

１１

［ 総 括 表 ］

小底
５ｔ未満船

小底
１０ｔ未満船

底刺し
10t未満

イカ釣り
10t未満

イカ釣り
２０ｔ未満

イカ釣り
10t未満D

イカ釣り
２０ｔ未満D

小型定置 ぶり養殖 のり養殖

基礎的指標 基本資産更新費用（万円） 2,500 4,000 2,500 2,000 8,000 2,500 9,000 15,000 11,000 3,000

更新周期（年） 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

従事者数（人） 1 4 2 1 3 1 3 5 2 2

収入 水揚げ額（万円） 1,027 3,070 1,900 1,260 4,040 1,185 3,750 8,300 9,233 1,800

支出 合計（万円） 360 2,303 1,233 627 3,007 518 2,650 6,800 8,000 1,100

667 767 667 633 1,033 667 1,100 1,500 1,233 700

125 200 125 100 400 125 450 750 550 150

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

500 800 500 400 1,600 500 1,800 3,000 2,200 600内部留保蓄積額（万円）

償却前事業所得（万円）

減価償却（万円）

漁業者所得（万円）

注：イカ釣り10t未満D及びイカ釣り20t未満Dの「D」とは、ダイオード式集魚灯を使用したイカ釣り漁業であることを示す。



（１）小型底びき網漁業（５ｔ未満船）

（小型底びき網漁業（５ｔ未満船）の概要）
・小型底びき網漁業は、全国の沿岸域で行われており、我が国の沿岸漁業の典型的な操業形態の一つであ

 る。
・海底におろした漁具を使用して、主に海底に生息する魚介類を漁獲する漁業であり、現在我が国に約8,000

 の経営体が当該漁業に従事している。漁業法上は、法定知事許可漁業とされており、多くの県で営まれてい

 る。

（経営モデルの解説）
・５ｔ未満の小型底びき網漁業は、多くの県で営まれているが、ここでは、1名程度の乗組員で営まれる例を

 想定した。
・小型底びき網漁業を経営するにおいて、漁船及び網が基本資産となるが、漁船は概ね２０年、網は概ね５

 年ごとに更新する必要がある。
・これらの資産の更新に要する費用として、20年で2,500万円と設定し、1年に要する減価償却は、平均125

 万円とした。

（収支構造）
・収入は、各種魚介類を1,027万円水揚げする。

・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・償却前の所得は、667万円となり、減価償却、漁業者所得（500万円）を差し引くと42万円の残金が生じる。

 この残金から40％程度の外部流出が生じても単年度25万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は、500万円となり、次期基本資産更新費

 の20％となる。

１２

個別漁業における経営展望の詳細 （参考）



市場情報を入手して、消費者や流通のニーズに

 あった魚種を漁獲するとともに、冷海水の利用によ

 る漁獲物の品質管理を行う。資源管理や漁獲物の

 高付加価値化のための選択漁具の導入を進める。

１３

（経営改善にあたって留意すべき事項）

エンジンの推力を利用して網を引っ張る必要から、経費

 に占める燃油代が比較的大きい傾向にあり、エンジン出

 力の低減等省エネルギーの取組を徹底するとともに、資

 材類の計画的な購入に取り組む。

＜収入面＞ ＜支出面＞

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 2,500

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 1

収入 水揚げ額（万円）（D) 1,027

支出 合計（万円）（E=F～K) 360

　内訳 燃油代（万円）（F) 185

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 20

修繕費他（万円）（H) 62

販売費（万円）（I) 83

その他（万円）（J) 10

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400) 0 0.2

500

42

25

500

小型底びき網漁業（５ｔ未満船）

償却前事業所得（万円）（L=D-E) 667

125減価償却（万円）（M=A/B)

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

残金（万円）（O=L-(M+N))

漁業者所得（万円）（N)

内部留保率（R=Q/A)



（２）小型底びき網漁業（１０ｔ未満船）

（小型底びき網漁業（１０ｔ未満船）の概要）
・小型底びき網漁業は、全国の沿岸域で行われており、我が国の沿岸漁業の典型的な操業形態の一つであ

 る。
・海底におろした漁具を使用して、主に海底に生息する魚介類を漁獲する漁業であり、現在我が国に約８，０

 ００の経営体が当該漁業に従事している。漁業法上は、法定知事許可漁業とされており、多くの県で営まれ

 ている。
・小型底びき網漁業は、エンジンの推力を利用して網を引っ張る必要から、経費に占める燃油代が比較的大

 きい傾向にあり、省エネルギーの取組が重要である。

（経営モデルの解説）
・１０ｔ未満の小型底びき網漁業として、４名程度の乗組員で営まれる例を想定した。
・小型底びき網漁業を経営するにおいて、漁船及び網が基本資産となるが、漁船は概ね２０年、網は概ね５年

 ごとに更新する必要がある。
・これらの資産の更新に要する費用は、２０年で４，０００万円と設定し、１年に要する減価償却は、平均２００

 万円とした。

（収支構造）
・収入は、各種魚介類を３，０７０万円水揚げする。
・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・また、従事者給与は３人分１，２００万円を支出。
・償却前の所得は、７６７万円となり、減価償却、漁業者所得（５００万円）を差し引くと６７万円の残金が生じる。

 この残金から40％程度の外部流出が生じても単年度４０万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は、８００万円となり、次期基本資産更新費

 の20％となる。
１４



市場情報を入手して、消費者や流通のニーズに

 あった魚種を漁獲するとともに、冷海水の利用に

 よる漁獲物の品質管理を行う。資源管理や漁獲

 物の高付加価値化のための選択漁具の導入を進

 める。品質・規格の統一によるブランド化を進め、

 消費者と顔の見える関係づくりを進める。 １５

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞

エンジンの推力を利用して網を引っ張る必要から、

 経費に占める燃油代が比較的大きい傾向にあり、エン

 ジン出力の低減等省エネルギーの取組を徹底する。

 資材類の計画的な購入や省人省力化機器の導入を

 進める。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 4,000

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 4

収入 水揚げ額（万円）（D) 3,070

支出 合計（万円）（E=F～K) 2,303

　内訳 燃油代（万円）（F) 480

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 60

修繕費他（万円）（H) 240

販売費（万円）（I) 270

その他（万円）（J) 53

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400) 1,200 0.2

漁業者所得（万円）（N)

残金（万円）（O=L-(M+N))

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

小型底びき網漁業（１０ｔ未満船）

800

40

67

500

200

767償却前事業所得（万円）（L=D-E)

減価償却（万円）（M=A/B)

内部留保率（R=Q/A)



（３）底刺し網漁業（１０ｔ未満船）

（底刺し網漁業（１０ｔ未満船）の概要）
・底刺し網漁業は、全国の沿岸域で行われており、我が国の沿岸漁業の典型的な操業形態の一つである。長

 方形の網を海底に設置し、海底付近を遊泳歩行する魚介類を網に絡ませて捕獲する漁法である。
・底刺し網漁業は、網地の傷みが早く、その補修に要する資材費の負担が他の漁業に比べて大きい傾向にあ

 る。そのため、外国産の資材の活用や自家補修等により資材費の削減に務める必要がある。

（経営モデルの解説）
・１０ｔ未満の底刺し網漁業としては、2名程度の乗組員で営まれる例を想定した。

・底刺し網漁業を経営するにおいて、漁船が基本資産となり、概ね２０年ごとに更新する必要がある。
・これらの資産の更新に要する費用として、２０年で2,500万円と設定し、１年に要する減価償却は、平均125

 万円とした。

（収支構造）
・収入は、各種魚介類を1,900万円水揚げする。

・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・また、従事者給与は1人分400万円を支出。
・償却前の所得は、667万円となり、減価償却、漁業者所得（500万円）を差し引くと42万円の残金が生じる。こ

 の残金から40％程度の外部流出が生じても単年度25万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は、500万円となり、次期基本資産更新費

 の20％となる。

１６



市場情報を入手して、消費者や流通のニーズに

 あったサイズの魚種を漁獲するよう網目を工夫する

 とともに、銘柄別仕分けや鮮度保持の徹底により、

 漁獲物の高付加価値化を進める。

１７

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞
漁場や対象魚種の転換、エンジン出力の低減等によ

 る省エネルギーの取組を徹底するとともに、資材類の

 計画的な購入や省人省力化機器の導入を進める。ま

 た、網目の拡大による選別作業の効率化を図る。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 2,500

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 2

収入 水揚げ額（万円）（D) 1,900

支出 合計（万円）（E=F～K) 1,233

　内訳 燃油代（万円）（F) 210

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 180

修繕費他（万円）（H) 210

販売費（万円）（I) 180

その他（万円）（J) 53

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400) 400 0.2

底刺し網漁業（10t未満）

667

125

500漁業者所得（万円）（N)

減価償却（万円）（M=A/B)

償却前事業所得（万円）（L=D-E)

内部留保率（R=Q/A)

42

25

500内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

残金（万円）（O=L-(M+N))



（４）いか釣り漁業（１０ｔ未満船）

（いか釣り漁業（１０ｔ未満船）の概要）
・１０ｔ未満船を使用したいか釣り漁業は、全国の沿岸域で行われており、我が国の沿岸漁業の典型的な操

 業形態の一つである。
・基本的には、疑似餌のついた自動いか釣り機でいか類をつり上げる漁法であり、いか類を舷側に集め際

 に集魚灯を使用することが一般的である。
・いか釣り漁業では、重油を燃料とする補助機関を使用して集魚灯を点灯しており、経費に占める燃油代の

 比率が高く、また、集魚灯の電球自体の寿命も短いことから、集魚灯に関係する経費の削減が必要である。

（経営モデルの解説）
・１０ｔ未満のいか釣り漁業として、乗組員１名で周年操業が行われる地域で営まれる例を想定した。
・いか釣り漁業を経営するにあたっては、漁船（集魚灯・いか釣り機を含む）が基本資産となり、漁船は概ね

 20年で更新する必要がある。
・これらの資産の更新に要する費用として、20年で2,000万円と設定し、1年に要する減価償却は、平均100

 万円とした。

（収支構造）
・収入は、各種イカ類を1,260万円水揚げする。
・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・償却前の所得は、633万円となり、減価償却、漁業者所得（500万円）を差し引くと33万円の残金が生じる。

 この残金から40％程度の外部流出が生じても単年度20万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は、400０万円となり、次期基本資産更新

 費の20％となる。
１８



市場情報を入手し、消費者や流通のニーズに応じ

 て、冷海水の利用による漁獲物の品質管理や活魚出

 荷を行う。

１９

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞
過剰な光力の抑制やエンジン出力の低減等省エネ

 ルギーの取組を徹底するとともに、漁労機器の合理

 化や資材の計画的購入・更新を進める。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 2,000

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 1

収入 水揚げ額（万円）（D) 1,260

支出 合計（万円）（E=F～K) 627

　内訳 燃油代（万円）（F) 280

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 100

修繕費他（万円）（H) 120

販売費（万円）（I) 100

その他（万円）（J) 27

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400) 0 0.2

500

100

633

残金（万円）（O=L-(M+N))

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B) 400

20

33

いか釣り漁業（10t未満船）

償却前事業所得（万円）（L=D-E)

内部留保率（R=Q/A)

減価償却（万円）（M=A/B)

漁業者所得（万円）（N)



（５）いか釣り漁業（２０ｔ未満船）

（いか釣り漁業（２０ｔ未満船）の概要）
・２０ｔ未満船を使用したいか釣り漁業は、全国の沿岸・沖合域で行われており、我が国の個人経営体による

 典型的な操業形態の一つである。
・基本的には、疑似餌のついた自動いか釣り機でいか類をつり上げる漁法であり、いか類を舷側に集め際に

 集魚灯を使用することが一般的である。
・いか釣り漁業では、重油を燃料とする補助機関を使用して集魚灯を点灯しており、経費に占める燃油代の

 比率が高く、また、集魚灯の電球自体の寿命も短いことから、集魚灯に関係する経費の削減が必要である。

（経営モデルの解説）
・２０ｔ未満のいか釣り漁業として、乗組員３名で営まれる例を想定した。
・いか釣り漁業を経営するにあたっては、漁船（集魚灯・いか釣り機を含む）が基本資産となり、漁船は概ね２

 ０年で更新する必要がある。
・これらの資産の更新に要する費用は、２０年で8,000万円と設定し、１年に要する減価償却は、平均400万円

 とした。

（収支構造）
・収入は、各種イカ類を4,040万円水揚げする。
・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・また、従事者給与は2人分800万円を支出。
・償却前の所得は、1,033万円となり、減価償却、漁業者所得（500万円）を差し引くと133万円の残金が生じる。

 この残金から40％程度の外部流出が生じても単年度80万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は、1,600万円となり、次期基本資産更新費

 の20％となる。

２０



市場情報を入手し、消費者や流通のニーズに応

 じて、冷海水の利用による漁獲物の品質管理を

 行う。また、市場の価格動向を分析し水揚げ場所

 の選択を行う。

２１

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞
過剰な光力の抑制やエンジン出力の低減等省エネ

 ルギーの取組を徹底するとともに、漁労機器の合理

 化や資材の計画的購入・更新を進める。また、漁場

 探索の共同化の取組を進める。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 8,000

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 3

収入 水揚げ額（万円）（D) 4,040

支出 合計（万円）（E=F～K) 3,007

　内訳 燃油代（万円）（F) 1,100

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 300

修繕費他（万円）（H) 400

販売費（万円）（I) 320

その他（万円）（J) 87

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400) 800 0.2

80

1,600

1,033

400

500

133

いか釣り漁業（２０ｔ未満船）

内部留保率（R=Q/A)

償却前事業所得（万円）（L=D-E)

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

減価償却（万円）（M=A/B)

漁業者所得（万円）（N)

残金（万円）（O=L-(M+N))

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))



（６）いか釣り漁業（１０ｔ未満船：発光ダイオード使用）

（いか釣り漁業（１０ｔ未満船:発光ダイオード使用）の概要）
・１０ｔ未満船を使用したいか釣り漁業は、全国の沿岸域で行われており、我が国の沿岸漁業の典型的な操業

 形態の一つである。基本的には、疑似餌のついた自動いか釣り機でいか類をつり上げる漁法であり、いか類を

 舷側に集め際に集魚灯を使用することが一般的である。
・いか釣り漁業では、重油を燃料とする補助機関を使用して集魚灯を点灯しており、経費に占める燃油代の比

 率が高く、また、集魚灯の電球自体の寿命も短いことから、集魚灯に関係する経費の削減が必要である。
・近年開発が進む発光ダイオード式の集魚灯については、初期投資は大きくなるものの、消費電力が小さいこ

 と及び発光部の寿命が長いことから、ランニングコストの削減につながり、結果として経営改善に大きく資する

 と考えられている。

（経営モデルの解説）
・１０ｔ未満のいか釣り漁業として、乗組員１名で周年操業が行われる地域で営まれる例を想定した。
・いか釣り漁業を経営するにあたっては、漁船（集魚灯・いか釣り機を含む）が基本資産となり、漁船は概ね２０

 年で更新する必要がある。
・これらの資産の更新に要する費用は、発光ダイオード式集魚灯を装備する関係から20年で2,500万円と設定し、

 １年に要する減価償却は、平均125万円とした。

（収支構造）
・収入は、各種イカ類を1,185万円水揚げする。
・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・償却前の所得は、667万円となり、減価償却、漁業者所得（500万円）を差し引くと42万円の残金が生じる。この

 残金から40％程度の外部流出が生じても単年度25万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は、500万円となり、次期基本資産更新費の

 20％となる。
２２



市場情報を入手し、消費者や流通のニーズに応じ

 て、冷海水の利用による漁獲物の品質管理や活魚

 出荷を行う。

２３

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞
発光ダイオード式集魚灯の導入による燃油代、電

 球等の資材の更新費用等を軽減する。また、過剰な

 光力の抑制やエンジン出力の低減等省エネルギーの

 取組を徹底するとともに、漁労機器の合理化や資材の

 計画的購入・更新を進める。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 2,500

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 1

収入 水揚げ額（万円）（D) 1,185

支出 合計（万円）（E=F～K) 518

　内訳 燃油代（万円）（F) 200

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 100

修繕費他（万円）（H) 100

販売費（万円）（I) 90

その他（万円）（J) 28

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400) 0 0.2

いか釣り漁業（１０ｔ未満船：ダイオード式集魚灯使用）

償却前事業所得（万円）（L=D-E) 667

500

減価償却（万円）（M=A/B)

漁業者所得（万円）（N)

残金（万円）（O=L-(M+N))

内部留保率（R=Q/A)

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

125

500

42

25



（７）いか釣り漁業（２０ｔ未満船:ダイオード式集魚灯使用）

（いか釣り漁業（20t未満船:ダイオード式集魚灯使用）の概要）

・２０ｔ未満船を使用したいか釣り漁業は、全国の沿岸・沖合域で行われており、我が国の個人経営体による典型

 的な操業形態の一つである。基本的には、疑似餌のついた自動いか釣り機でいか類をつり上げる漁法であり、い

 か類を舷側に集め際に集魚灯を使用することが一般的である。
・いか釣り漁業では、重油を燃料とする補助機関を使用して集魚灯を点灯しており、経費に占める燃油代の比率

 が高く、また、集魚灯の電球自体の寿命も短いことから、集魚灯に関係する経費の削減が必要である。
・近年開発が進む発光ダイオード式の集魚灯については、初期投資は大きくなるものの、消費電力が小さいこと

 及び発光部の寿命が長いことから、ランニングコストの削減につながり、結果として経営改善に大きく資すると考

 えられている。

（経営モデルの解説）
・20ｔ未満のいか釣り漁業として、乗組員3名で営まれる例を想定した。
・いか釣り漁業を経営するにあたっては、漁船（集魚灯・いか釣り機を含む）が基本資産となり、漁船は概ね20年

 で更新する必要がある。
・これらの資産の更新に要する費用は、発光ダイオード式集魚灯を装備する関係から、20年で9,000万円と設定し、

 1年に要する減価償却は、平均450万円とした。

（収支構造）
・収入は、各種イカ類を3,750万円水揚げする。

・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・また、従事者給与は2人分800万円を支出。却前の所得は、1,100万円となり、減価償却、漁業者所得（500万

 円）を差し引くと150万円の残金が生じる。この残金から40％程度の外部流出が生じても単年度90万円の内部留

 保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は、1,800万円となり、次期基本資産更新費の

 20％となる。
２４



市場情報を入手して、消費者や流通のニーズに

 応じて、冷海水の利用による漁獲物の品質管理を

 行う。また、市場の価格動向を分析し水揚げ場所の

 選択を行う。

２５

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞

発光ダイオード式集魚灯の導入による燃油代、電

 球等の資材の更新費用等を軽減する。過剰な光力の

 抑制やエンジン出力の低減等省エネルギーの取組を

 徹底するとともに、漁労機器の合理化や資材の計画

 的購入・更新を進める。また、漁場探索の共同化の

 取組を進める。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 9,000

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 3

収入 水揚げ額（万円）（D) 3,750

支出 合計（万円）（E=F～K) 2,650

　内訳 燃油代（万円）（F) 800

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 300

修繕費他（万円）（H) 350

販売費（万円）（I) 300

その他（万円）（J) 100

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400) 800 0.2内部留保率（R=Q/A)

漁業者所得（万円）（N)

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

償却前事業所得（万円）（L=D-E)

減価償却（万円）（M=A/B)

1,100

450

いか釣り漁業（２０ｔ未満船：ダイオード式集魚灯使用）

残金（万円）（O=L-(M+N))

500

150

90

1,800



（８）小型定置網漁業

（小型定置網漁業の概要）
・小型定置網漁業は、全国の沿岸域で行われており、我が国の沿岸漁業の典型的な操業形態の一つである。

 来遊魚群の魚道となる場所に定置網を設置し、魚介類を捕獲する漁法である。
・小型定置網漁業は、網地の傷みが早く、その補修に要する資材費の負担が他の漁業に比べて大きい傾向

 にある。そのため、外国産の資材の活用や自家補修等により資材費の削減に務める必要がある。

（経営モデルの解説）
・小型定置網漁業としては、5名程度の乗組員で営まれる例を想定した。
・小型定置網漁業を経営するにおいて、漁船・漁網が基本資産となり、漁船は概ね20年ごとに、漁網は概ね

 5年ごとに更新する必要がある。
・これらの資産の更新に要する費用として、20年で15,000万円と設定し、１年に要する減価償却は、平均750

 万円とした。

（収支構造）
・収入は、各種魚介類を8,300万円水揚げする。
・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・また、従事者給与は4人分1,600万円を支出。
・償却前の所得は、1,500万円となり、減価償却、漁業者所得（500万円）を差し引くと250万円の残金が生じる。

 この残金から40％程度の外部流出が生じても単年度150万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は、3,000万円となり、次期基本資産更新

 費の20％となる。

２６



多種の魚を鮮度良く漁獲できることを利用して、多

 様な流通経路の構築に務める。また、高級魚等に

 ついては、金庫網や一時的畜養による販売時期等

 の調整を行う。

２７

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞
来遊魚に見合った漁具の設置、揚網機、荷揚げ

 機等の導入等による漁労機器等の合理化を実施

 し、省人・省力化に努める。また、資材購入を合理

 的に行うための計画を策定実施する。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 15,000

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 5

収入 水揚げ額（万円）（D) 8,300

支出 合計（万円）（E=F～K) 6,800

　内訳 燃油代（万円）（F) 300

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 600

修繕費他（万円）（H) 1,500

販売費（万円）（I) 1,000

その他（万円）（J) 1,800

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400) 1,600 0.2

小型定置網漁業

償却前事業所得（万円）（L=D-E)

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

内部留保率（R=Q/A)

減価償却（万円）（M=A/B) 750

1,500

3,000

150

250

500

残金（万円）（O=L-(M+N))

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

漁業者所得（万円）（N)



（９）ぶり養殖

（ぶり養殖業の概要）
・ぶり類養殖業は、主に西日本の太平洋及び東シナ海沿岸域で行われており、魚類養殖業としては最も生

 産量が多い。
・かつては湾を堤防や網で締め切った築堤式や網仕切り式での養殖も行われていたが、現在では小割生

 簀による養殖がほとんどである。経営体数は平成10年現在1,284経営体（10次センサス）で、水揚げ金額

 が１億円以上の大規模経営体も多い。近年では養殖魚種の多様化を反映し、ぶりの近縁種であるかんぱ

 ち、ひらまさの養殖も盛んである。

（経営モデルの解説）
・ぶり類養殖業の経営規模は多様であり、養殖魚種の種類や規模に応じて経費や雇用者も異なるが、ここ

 では平均規模のぶり専業経営体（10ｍ×10ｍ生簀10台、雇用者１名）を想定した。
・ぶり類養殖業経営においては、生簀、給餌船、資材用倉庫が基本資産となるが、生簀は概ね５年、船は

 概ね10年、倉庫は概ね20年ごとに更新する必要がある。これらの資産の更新に要する費用として、20年で

 11,000万円（生簀2,000万円×４＋船1,000万円×２＋倉庫1,000万円×１）と設定し、１年で要する実質的な

 減価償却は平均550万円とした。

（収支構造）
・収入は、ぶりを9,300万円水揚げする。
・支出として、餌料代、種苗代等を支出する。また雇用者給与として1名400万円を支出する。
・償却前の所得は1,300万円となり、減価償却、漁業者所得（500万円）を差し引くと250万円の残金が生じる。

 この残金から40％程度の外部流出が生じても単年度150万円の内部留保が可能となる。

２８



漁場改善計画に基づく適正養殖及び養殖方法のマ

 ニュアル化による品質の安定や、トレーサビリティへの

 取組により安定的な取引を確保することにより、収入

 の安定化を図る。

２９

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞
共同購入により餌料をはじめとした養殖資材費の

 節約を図ると共に、配合飼料の使用により残餌（無

 駄な餌）や悪化した環境を回復するための底質改良

 剤等の支出を節約する。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 11,000

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 2

収入 水揚げ額（万円）（D) 9,233

支出 合計（万円）（E=F～K) 8,000

　内訳 餌料代（万円）（F) 5,260

種苗代（万円）（G) 1,560

販売費（万円）（H) 156

資材費（万円）（I) 390

その他（万円）（J) 234

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400) 400 0.2

漁業者所得（万円）（N)

内部留保率（R=Q/A)

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

残金（万円）（O=L-(M+N))

500

183

ぶり養殖

1,233

550減価償却（万円）（M=A/B)

償却前事業所得（万円）（L=D-E)

110

2,200



（１０）のり養殖

（のり養殖業の概要）
・のり類養殖業は、主に宮城県以南の内海・内湾域で行われており、養殖業の中では最も生産量が多い。
・干満の大きい地域では支柱式養殖が、その他の地域では浮き流し網養殖が行われている。経営体数は平

 成10年現在7,733経営体（10次センサス）となっている。コストを削減し、経営体力を強化する観点から、近年

 では養殖業者同士が協業化する事例が出ている。
・また、平成18年１月には、韓国のＩＱ枠の段階的な拡大を認めることになり、中国側からも同様の対応が求

 められている。

（経営モデルの解説）
・のり養殖経営は地域や用途（贈答用・業務用等）によって異なるが、ここでは今後ののり生産を担っていくと

 考えられる比較的規模が大きいのり専業経営体（約300柵、雇用者１名（季節）、主に業務用向け）を想定した。
・のり養殖業経営においては、ノリ乾燥機、作業船、資材用倉庫が基本資産となるが、ノリ乾燥機は概ね10年、

 船は概ね10年、倉庫は概ね20年ごとに更新する必要がある。これらの資産の更新に要する費用として、20年

 で12,000万円（ノリ乾燥機4,500万円×２＋船1,000万円×２＋倉庫1,000万円×１）と設定し、１年で要する実

 質的な減価償却は平均600万円となる。これを４名で減価償却するので1人当たりでは3,000万円、年間では

 150万円になる。

（収支構造）
・収入は協業体として7,200万円（１人当たり1,800万円）水揚げする。（現在ののり養殖協業体の平均的な水

 揚げ金額は約1億円であるが、輸入品の増大による単価下落の一方での規模拡大による収入増を見込む）
・支出として、燃油代、資材代、販売費等を支出する。のり養殖は漁期が限られるため、雇用者１名は季節労

 働であり想定雇用労賃400万円×1/2とする。さらに、経営体力を強化するため、同業者４名で協業体を形成

 し、支出及び減価償却の低減を図る。
・償却前の所得は1,100万円となり、減価償却、漁業者所得（500万円）を差し引くと50万円の残金が生じる。こ

 の残金から40％程度の外部流出が生じても単年度30万円の内部留保が可能となる。 ３０



輸入量の増大が見込まれる状況の中で価格の上

 昇は見こめないほか、漁場も限界まで使用されてお

 り収入の増大は見込みがたい。

３１

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞
協業化によりノリ乾燥機・作業船など機械類の減価

 償却負担の軽減や、燃油、資材の効率的な利用を図

 る。このほか、共同購入による資材費の節約を図る。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 3,000

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 2

収入 水揚げ額（万円）（D) 1,800

支出 合計（万円）（E=F～K) 1,100

　内訳 燃油代（万円）（F) 100

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 400

販売費（万円）（I) 100

その他（万円）（J) 300

従事者給与（万円）（K=(C-1)*400*1/2) 200 0.2

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

減価償却（万円）（M=A/B)

漁業者所得（万円）（N)

残金（万円）（O=L-(M+N))

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

600

30

50

500

150

700償却前事業所得（万円）（L=D-E)

のり養殖

内部留保率（R=Q/A)





３２

○

 
沖合・遠洋漁業の経営展望は、経営体数や生産量、生産金額が多い漁業種類について、経営

 改善の参考に供することを目的として作成したもの。
○

 
各経営展望はモデル的に作成したものであり、現場での経営改善の取組に当たっては、各地域

 の状況を十分に勘案することが必要。

経営体数 生産量（万トン） 生産金額（億円）

沖合底びき網漁業 ３２６（４．７％） ４２．４（１４．４％） ６１３（１０．９％）

大中型まき網漁業 ６５（０．９％） ６９．０（２３．５％） ８０２（１４．２％）

遠洋まぐろはえ縄漁業 ２１４（３．１％） １３．５（

 

４．６％） ９２７（１６．４％）

近海まぐろはえ縄漁業 ２９７（４．２％） ５．０（

 

１．７％） ２７７（

 

４．９％）

（経営展望を作成した漁業種類）

資料：農林水産省「平成１６年漁業・養殖業生産統計年報」

１．経営展望を作成する漁業種類

Ⅳ．遠洋・沖合漁業の経営展望

（注）（

 

）内は沖合・遠洋漁業全体に占めるシェア



３３

２．経営展望の作成方法

○

 

次の２点を可能とする経営モデルを作成。

・代船等の基本的資産の投資につき、更新周期２０年で更新するための減価償却を可能とすること。

・次期投資に要する資金として投資額の２０％以上の内部留保を可能とすること。

○経営モデルの作成に当たっての前提条件は以下のとおり。

①当該漁業について、その態様から、基本的な資産の平均的な投資額、平均的な更新周期を設定する。

②当該漁業の水揚げを収入とするが、量の増加ではなく付加価値向上による収入増を基本とする。

③経営改善努力により、主要な経費の支出を一定程度削減する。

④投資された資産の償却は、定額償却で行う。借り入れにより初期投資を行っている場合、償却分を返済

 原資に充当することとなる。

⑤税引き後の所得を、内部留保として保持し、代船等の次期投資の頭金に充当する。

○

 
経営展望は、経営としての継続性の確保が可能となる経営モデルを例示的に記述。

○

 
沖合・遠洋漁業は、同じ漁業種類でも地域により漁船トン数、操業形態等が様々であるため、

全国的な経営モデルの例示は困難であるところ、特定地域における想定として作成。



大中まき網
漁業

沖合底びき網
漁業

遠洋まぐろは
え縄漁業

近海まぐろは
え縄漁業

基礎的指標 基本資産更新費用（万円） 236,900 50,000 60,000 10,000

更新周期（年） 20 20 20 20

従事者数（人） 39 14 23 6

収入 水揚げ額（万円） 95,000 35,000 25,500 8,800

支出 合計（万円） 78,200 31,000 21,600 7,000

16,800 4,000 3,900 1,800

11,800 2,500 3,000 500

60,000 18,000 10,800 15,600内部留保蓄積額（万円）

償却前事業所得（万円）

減価償却（万円）

［ 総 括 表 ］

３４

３．各漁業種類の経営展望



（１）大中型まき網漁業（海まきを除く）

（大中型まき網漁業の概要）
・大中型まき網漁業は、総トン数４０トン以上（北部太平洋海区にあっては総トン数１５トン以上）の動力漁船によ

 り、まき網を使用して行う漁業であり、主たる漁法としては、網船１隻に附属船として火船もしくは探索船１～２

 隻、運搬船２～３隻、計４～６隻で船団を組んで操業を行うものである。
・操業区域は、全国で８海区に分けられ（北部太平洋、中部太平洋、南部太平洋、北部日本海、中部日本海、西

 部日本海、九州西部及び東海黄海）、海区毎に許認可隻数が定められている。
・漁獲対象は、アジ、サバ、イワシ、カツオ、マグロ等であり、平成１７年の漁獲量は７４万トン、生産金額は同年

 において７４０億円をあげている。
（経営モデルの解説）
・東海・黄海海区における大中型まき網漁業（網船１３５トン型）3船団の協業化の取組みを想定した。
・大中型まき網漁業を経営するにあたっては、漁船が基本資産となり、漁船は概ね２０年で更新する必要がある。
・漁船の更新に要する費用は、１３５トン型網船8億円、８５トン型火船４億円、３００トン型運搬船７億とし、運搬船

 は協業化によって３船団で５隻使用するとすると１船団当たり、１．６７隻１１．６９億円となり、合計２３．６９億円

 の建造費と設定し、１船団１年に要する減価償却は平均１．２億円とした。
（収支構造）
・収入は、アジ・サバを主として９５，０００万円水揚げする。
・支出として、燃油費

 

、修繕費

 

、資材費

 

、販管費、人件費等を支出する。
・全体として現状の支出（９２，１００万円）から火船１隻削減、運搬船の協業化によるコスト削減を図った場合（次

 項表中の※）、償却前の所得は１６，８００万円となり、減価償却費を差し引くと５，０００万円の残金が生じる。こ

 の残金から４０％程度の外部流出が生じても、単年度３，０００万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時（２０年後）までに蓄積可能な内部留保は６０，０００万円となり、次期基本資産更新

 費の２５％となる。
３５

個別漁業における経営展望の詳細 （参考）



漁獲物の付加価値向上、輸出などの新販路開拓

３６

（経営改善にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞

火船1隻削減、運搬船の協業化及びフィッシュポンプ

 等の導入により、省エネ・省コスト化を図る。

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 236,900

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 39

収入 水揚げ額（万円）（D) 95,000

支出 合計（万円）（E=F～K) 78,200（※）

内訳 燃油代（万円）（F) 21,900

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 6,600

修繕費他（万円）（H) 6,600

販売費・一般管理費（万円）（Ｉ) 18,900

その他（万円）（J) 1400

人件費（万円）（K) 22,800 0.25

大中型まき網漁業（東海黄海１３５トン船団スリム化・運搬船協業化水揚げ維持）

償却前事業所得（万円）（L=D-E) 16,800

60,000

減価償却（万円）（M=A/B)

残金（万円）（O=L-(M)

内部留保率（R=Q/A)

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

11,800

5,000

3,000



（２）沖合底びき網漁業

（沖合底びき網漁業の概要）
・沖合底びき網漁業は、ほぼ日本全国各地で営まれ、漁獲される魚は多種にわたり平成１７年の漁獲量は３６万

 トン、生産金額は同年において６０４億円をあげている。
・沖合底びき網漁業は、その名が示すように底びき網を使用して行う漁業であるが、一口に底びきといっても実

 態的には主体をなす「１そうびきかけ回し」のほか、「１そうびき板びき」、「２そうびき」の３種の漁法があり、漁場、

 対象とする魚の特性、他の漁業との調整等の事情から、地域によりそれぞれ異なった漁法により操業が行われ

 ている。
・１００ｔ級の漁船による沖合底びき網漁業は、主として「１そうびきかけ回し」により行われている。
（経営モデルの解説）
・１００ｔ級の沖合底びき網漁業として、１そうびきかけまわしによる取組を想定した。
・沖合底びき網漁業を経営するにあたっては、基本資産となる漁船は概ね２０年で更新する必要がある。
・漁船の更新に要する費用は、１００ｔ級漁船の建造費から５億円と設定し、１年に要する減価償却は２０年更新と

 して平均２，５００万円とした。
（収支構造）
・収入は水揚げ高とし、現状３３，０００万円のところ、付加価値向上の取り組みによる増加を見込み３５，０００万

 円と想定した。
・支出は、燃油費、修繕費、資材費、販管費、人件費等とした。
・全体として現状の支出３３，０００万円からコスト削減を図った場合、償却前の所得は４，０００万円となり、減価

 償却費を減じても１，５００万円の残金が生じる。この残金から４０％程度の外部流出が生じても、単年度９００万

 円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時（２０年後）までに蓄積可能な内部留保は１８，０００万円となり、次期基本資産更新

 費の３６％となる。
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・冷海水、シャーベット氷の利用等により、漁場から
一貫した漁獲物の品質管理
・加工向けに加え、鮮魚向け等、仕向けの多様化に

 よる魚価の向上

３８

（経営改革にあたって留意すべき事項）

＜収入面＞ ＜支出面＞
・省力化機器、軽量網、フィッシュポンプ等の導入による
省エネ・省コスト化
・漁具の統一化、水揚げの協業化による省コスト化
・船型、機関の省エネ化

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）（A) 50,000

更新周期（年）（B) 20

従事者数（人）（C) 14

収入 水揚げ額（万円）（D) 35,000

支出 合計（万円）（E=F～K) 31,000

内訳 燃油代（万円）（F) 5,500

資材費（燃油以外材料費）（万円）（G) 5,000

修繕費他（万円）（H) 1,000

販売費・一般管理費（万円）（Ｉ) 5,000

その他（万円）（J) 3,500

人件費（万円）（K) 11,000 0.36

沖合底びき網漁業（１００t級）

償却前事業所得（万円）（L=D-E) 4,000

18,000

減価償却（万円）（M=A/B)

残金（万円）（O=L-(M)

内部留保率（R=Q/A)

税金等外部流出後残金（万円）（P=O*(1-0.4))

内部留保蓄積額（万円）（Q=P*B)

2,500

1,500

900



（３）

 
遠洋まぐろはえ縄漁業

（遠洋まぐろはえ縄漁業の概要）
・遠洋まぐろはえ縄漁業は、太平洋西経、インド洋及び大西洋を主漁場としており、主な漁獲物はメバチであ
るが、大西洋クロマグロ、ミナミマグロを漁獲する唯一の漁業種類となっており、漁獲物は全て冷凍され水揚
げされる。
・平成１８年８月現在における許認可（許可）隻数は５４３（４４９）隻であり、主な根拠地は宮城県、鹿児島県、
静岡県、高知県、神奈川県などとなっている。また、２３０の経営体数のうち約７割が会社経営体となっており、
グループ企業を含めると１０隻近い又はそれを上回る漁船を所有している経営体も存在する一方、１隻所有の
経営体も半数近く存在する。

（経営モデルの解説）
・陸上管理コストの効率化、漁場分散等による操業リスクの低減を図る観点から、複数隻を所有する経営体と
し、１隻あたり乗組員２３名（外国人船員を含む。）で営まれる例を想定した。
・遠洋まぐろはえ縄漁業を経営するにあたっては、漁船が基本資産となり、概ね２０年で更新する。
・基本資産更新費用（漁船の建造費）については、省コスト化のため省エネ船型や電気推進の導入を図ること
とし、現状の50,000万円より高い60,000万円を設定。

（収支構造）
・収入は、冷凍まぐろ類を25,500万円水揚げする。

・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・全体として現状の支出(24,000万円)から１割のコスト削減を図った場合（次頁表中の＊）、償却前の所得は
3,900万円となり、減価償却（3,000万円）を差し引くと900万円の残金が生じる。この残金から40％程度の外部
流出が生じても単年度540万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は10,800万円で次期基本資産更新費の概
ね２割（18％)の内部留保が可能となる。
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〈収入面〉
・台湾減船等国際的な漁獲努力量規制の強化による
供給バランスの変化や燃油価格の安定化等により、
経営環境が好転する可能性もある。

・漁獲枠が削減されたミナミマグロや大西洋クロマグロ
からメバチ・キハダを主対象とする操業に転換するこ
とにより水揚げ額の安定化が図られる可能性があり、
入漁実績のないインド洋、西アフリカ沿岸諸国等の
排他的経済水域等新たな漁場の開発が重要。

遠洋まぐろはえ縄漁業（複数隻(３７９ｔ以上）所有）

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）(A) 60,000
償却前事業所得（万円）(L=D-E) 3,900

更新周期（年）(B) 20

従業員数（人）(C) 23
減価償却（万円）(M=A/B) 3,000

収入 水揚げ額（万円）(D) 25,500
償却後事業利益（万円）(O=L-M) 900

支出 合計（万円）(E=F～K) 21,600(*)
税金等外部流出後残金（万円）(P=O*0.6) 540

内訳

燃油代（万円）(F) 5,900

資材費（燃油以外材料費）（万円）(G) 3,200
内部留保蓄積額（万円）(Q=P*B) 10,800

修繕費（万円）(H) 1,100

販売費（万円）(I) 500 内部留保率(R=Q/A) 0.18

その他（万円）(J) 7,000

労務費（万円）(k) 6,300

（留意すべき事項）
〈支出面〉
・外国人船舶職員制度の活用や省エネ船型・電気
推進システムの導入等により、省コスト化を図る
必要がある。
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（４）

 
近海まぐろはえ縄漁業

（近海まぐろはえ縄漁業の概要）
・近海まぐろはえ縄漁業は、中西部太平洋を漁場としており、主な漁獲物はメバチ、ビンナガ、サメ類、キハダ
等である。漁獲物は全て生鮮で陸揚げされる。
・平成１８年８月現在の許認可（許可）隻数は３９８（３７６）隻であり、主な根拠地は宮崎県、沖縄県、高知県、
大分県などとなっている。また、

 

３５１の経営体のうち約６割が個人経営体となっており、１隻所有の経営体が

約９割を占める。
（経営モデルの解説）
・定期検査や燃油等にかかる経費が比較的安く、経営効率が良いとされる２０ｔ未満のまぐろはえ縄漁業とし
て、乗組員６名（漁業者が船長兼漁労長となっており、６名のうち２～３名程度の外国人船員が乗船）で営ま
れる例を想定した。
・近海まぐろはえ縄漁業を経営するにあたっては、漁船が基本資産となり、概ね２０年で更新する。

（収支構造）
・収入は、生鮮まぐろ類を8,800万円水揚げする。

・支出として、燃油費、修繕費、販売費等を支出する。
・償却前の所得は、1800万円となり、減価償却（500万円）を差し引くと1,300万円の残金が生じる。この残金か
ら40％程度の外部流出が生じても単年度780万円の内部留保が可能となる。
・この結果、次期資産更新時(20年後)までに蓄積可能な内部留保は15,600万円で次期基本資産更新費の15
6％となり基本資産の更新が十分可能となる。
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（留意すべき事項）
〈収入面〉
・漁船及び年毎により水揚げ額が大きく変動する。

近海まぐろはえ縄漁業（１９ｔ漁船：小型まぐろはえ縄漁船）

基礎的指標 基本資産更新費用（万円）(A) 10,000
償却前事業所得（万円）(L=D-E) 1800

更新周期（年）(B) 20

乗組員数（人）(C) 6
減価償却（万円）(M=A/B) 500

収入 水揚げ額（万円）(D) 8,800
償却後事業利益（万円）(O=L-M) 1,300

支出 合計（万円）(E=F～K) 7,000
税金等外部流出後残金（万円）(P=O*0.6) 780

内訳

燃油代（万円）(F) 1,200

資材費（燃油以外材料費）（万円）(G) 1,300
内部留保蓄積額（万円）(Q=P*B) 15,600

修繕費（万円）(H) 500

販売費（万円）(I) 700 内部留保率（％）(R=Q/A) 156

その他（万円）(J) 1,300

労務費（万円）(k) 2,000

〈支出面〉
・中西部太平洋の公海域が主漁場であることから、
今後、海鳥・海亀などの混獲対策を含めた国際
規制への対応が必要となる。

４２
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