
14 関連会社及び関連公益法人等に関する事項

(1) 関連会社及び関連公益法人等の概要

① 名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の氏名

関連会社

(株)北海道畜産公社 家畜の処理及び冷蔵庫の経営 (常 勤) 土屋雅義 西雪弘光 針生 久 森本清隆 板倉憲雄

枝肉取引市場の経営 (以下非常勤) 枳穀勝久 高石克己 畠山良一 瀧 孝 新井光雄

肉畜及び畜肉の販売及び加工販売 木村 誠 有塚利宣 菊池 稔 山下英二 石橋榮紀 佐々木喜一郎

多田政行 遠藤秀孝 森本 勝 井上唯文

(株)秋田県食肉流通公社 肉畜のと畜、解体 (常 勤) 中嶋 章 中嶋洋文

枝肉及び副産物の買い取り並びに受託処理加工 (以下非常勤) 岩船正記 樽川政史 近藤保也 伊藤富彦 藤木忠良

食肉及び副産物の加工並びに貯蔵販売 嵯峨峰芳 小西倉之助 菅原博治 小松信一 佐賀 定 佐藤孝喜

(株)山形県食肉公社 食肉の生産処理及び保管 (常 勤) 古内藤一 植松正美 塩野 茂 高橋保雄

食肉、副産物の加工品の製造及び販売 (以下非常勤) 遠藤芳雄 市川昭男 野川政文 阿部賢一 森谷裕一

食肉、副産物の冷蔵保管並びに委託処理 遠藤 登 小野紀男 遠藤直幸 髙橋重美 大山幸雄 長澤 豊

今田正夫 髙谷尚市 市川 泰 菅原伝一 吉田昌弘 髙橋勝幸

田宮則義 安食賢一 小山壽夫

(株)群馬県食肉卸売市場 冷蔵冷凍保管業務 (常 勤) 宮﨑 純 池田 満 日髙正章

豚枝肉、牛枝肉、食肉副生物等の仕入 (以下非常勤) 奥木功男 橋場正和 狩野哲男 須永博治 林 宣夫

食肉、食肉副生物、食肉加工品等の製造及び販売 桜井誉三 齋藤 久 嶋本暢一 須藤英利 井田喜代治 五味渕明

福田史郎 塩田俊夫 貫井孝道 鳥山 晃

(株)全日本農協畜産公社 畜産物の流通改善に関する事業 (常 勤) 稲垣 渉 陶山寿雄 吉野 肇

畜産物の加工処理及び販売 (以下非常勤) 赤坂陽次 松本洋幸 津曲公夫 山下伸吾 高橋俊英

畜産物の冷蔵保管

(株)山梨食肉流通センター 家畜のと畜、解体 (常 勤) 貴志和男

食肉の処理、加工、販売 (以下非常勤) 遠藤順也 日野原勉 渡邊重一 堀井幸憲 込山 博

食肉市場の運営 渡辺富好 斉藤辰哉 向山公夫 岩野秀夫 磯部芳彦

役員の氏名名称 業務の概要
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(株)富山食肉総合センター 肉畜のと畜解体処理 (常 勤) 荒木正廣 上江崇春 高松弘三

食肉の加工処理 (以下非常勤) 佐野日出勇 高松 弘 柴田敏秋 浅地忠彦 荒川清治

食肉の冷蔵保管 植出耕一 吉田正信

(株)鳥取県食肉センター 家畜のと畜、解体 (常 勤) 小坪正一 松井 晃 近岡寿広

食肉の処理、加工及び販売 (以下非常勤) 近藤儀徳 坂根國之 高見俊雄 田淵 要 福山 巌

副産物（原皮、内蔵、骨等）の処理、加工及び販売 山田晋爾

(株)島根県食肉公社 家畜の集荷 (常勤) 安食政幸 古川 巧

家畜のと畜、解体 (以下非常勤) 江口博晴 勝部 誠 鈴木幸通 小林淳一 小西滝人

食肉の処理加工、販売 山縣秀基 加藤博樹 廣山勝秀 松本 進

(株)香川県畜産公社 獣畜のと畜解体処理 (常 勤) 香西 亘 金井 彰 多田紀文

部分肉の処理、加工、保管 (以下非常勤) 庵原 稔 筒井正数 松浦稔明 田辺 広 藤井傅也

自社の敷地、建物、施設の管理運営 難波寛之 大西廣幸 八阪 優 田中利文

JAえひめアイパックス(株) 家畜の処理・解体 (常 勤) 羽藤忠幸 中川達也 田中祥三 篠籐英二 井上 学

家畜の内臓処理及び販売 (以下非常勤) 岡本健治 高野公雄 梶谷昭伸 重川雄一 濟川 誠

食肉加工品の製造及び販売 峰岡 茂夫 豊田明夫 林 正照

(株)熊本畜産流通センター 肉畜のと畜・解体 (常 勤) 飯田秀樹 清島和生

食肉の製造加工及び販売 (以下非常勤) 上村幸男 穴見盛雄 廣田大作 園田俊宏 吉田孝壽

内蔵など副産物の処理販売 武部 満 福村三男 三角 修 山口友幸 高野敏則 桑野惠然

(株)大分県畜産公社 食肉の製造及び販売 (常 勤) 足達八崇男 樋口 健 甲斐建二 阿南博文 佐藤次郎

(以下非常勤) 廣瀨暢洋 高山精二 今吉豊一郎 近藤和義 磯﨑賢治

芦刈幸雄 畑尾常夫 神野啓二 佐藤 洋 井上 靖

(株)ミヤチク と畜場の運営 (常 勤) 郡 義博 東 常文 松木賢一 井手勝彦 畑中 修

食肉及び副産物の仕入、加工、販売 増田明秀 黒木政敏 畑中 太

食肉及び副産物の冷蔵、保管、輸送 (以下非常勤) 羽田正治 横山忠男 松田安廣 重松幸正 森永利幸

新森雄吾 山﨑政志 中村 優 金田清夫 黒木友徳 白坂幸則

川村嘉彦 工藤富男 高山文雄 山口庄一 長友和美
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南九州畜産興業(株) 食肉の製造及び販売 (常 勤) 飯干輝光 鬼丸博文 永野保任 南 光郎 稲元光明

宇都宮励起 諸留 貢

(以下非常勤) 仮屋基美 長友和美 池田 孝 前田公友 鵜橋誠一

農産加工品の販売 中條隆治 坂口眞理子

(株)JA食肉かごしま 牛・豚のと畜解体処理加工 (常 勤) 新牛込正俊 下大薗隆 吉永芳己

豚の生産・販売 (以下非常勤) 寺師幸男 塗木敏治 松﨑俊明 内村正男 宮脇幸一

橋口 彰 重松幸正 栫 哲郎 久徳信敏 福元良文 山田 榮

末廣正仁 窪田雅信 米重政富

(株)沖縄県食肉センター 肉畜の集荷及び食肉、加工品の販売 (常 勤) 池間 龍 奥平明孝

家畜のと畜解体、処理加工 (以下非常勤) 砂川博紀 玉城光秀 小橋川邦夫 仲間 悟 金城秀之

食肉及び副産物の冷蔵保管 酒井文雄 森田雅彦 宮城 直 嵩原義信

よつ葉乳業(株) 牛乳の処理並びに乳製品の製造及び販売 (常 勤) 堀部一郎 平川正勝 冨山 享 石垣二三夫

農畜産食料品、清涼飲料、その他食料品の製造販売 鈴木昱雄(元乳業部長) 太田順治 片山 寛 松久浩二 加我 肇

船田為生

(以下非常勤) 森本 勝 小瀬 泰 西 一司 枳穀勝久 伊藤政光

高石克己 石川冶徳 林 譲二 大塚宏明 遠山 昇 有塚利宣

相澤昌幸 渡邊善隆 山本勝博 髙橋勝義 本間義麿 佐藤裕司

藤山 肇 遠藤秀孝 佐藤雅仁 瀧澤義一 遠藤悦朗

北陸乳業(株) 牛乳の処理及び販売 (常 勤) 角谷伸三 江藤利一 大橋宏一

乳製品の製造及び販売 (以下非常勤) 安田舜一郎 井上信一 米田孝志 谷内紀明 田中雅晴

松村一美 川村静雄

四国乳業(株) 牛乳の処理及び販売 (常 勤) 酒井健志 元岡忠倖 阿部康弘

乳製品の製造及び販売 (以下非常勤) 宇佐美忠孝 古本 忠 庵原 稔 尾﨑眞一 山田博文

清涼飲料の製造及び販売 金光博隆 山口恒朗 桑鶴精二 河野 仁 飯尾 要 柚山 正道

大西康彦

九州乳業(株) 牛乳の処理及び販売 (常 勤) 伊東竹彦 中原良雄 江口 健 中西義春 梅本一信

乳製品の製造及び販売 鈴木功司 佐藤義隆 清末眞一

清涼飲料の製造及び販売 （非常勤） 高山精二 今吉豊一郎 畑尾常夫 志水 五 安藤康宜

中村英範 宮尾美利 諌山文彦 神田勇作 馬場陸之

34



関連公益法人等

(財)畜産生物科学安全研究所 医薬品、飼料等及び畜産物の安全性等の研究、検査及び (常 勤) 松原謙一 平山紀夫 村松昌武 伊藤義彦 青木葉一

技術の指導 (以下非常勤) 岩崎利郎 牛山市左門 岡本雄平 小島信男 澤田拓士

実験動物としての家畜及び家禽の研究 福安嗣昭 前田昌子 丸山総一 伊佐地誠 須永 裕

(財)日本食肉流通センター 部分肉の取引のための施設の貸付けに関する事業 (常 勤) 山本 徹 石村 洋 木村元治 清水正孝

部分肉の取引数量、取引価格等の情報の収集及び公表 (以下非常勤) 石田政春 井田光之（現理事） 鶉橋誠一 川合淳二

部分肉の流通の改善及び合理化のための調査研究等 久保忠夫 小林喜一 西馬場茂 福岡伊三夫 村井功誠 長谷部勇

(財)日本食肉消費総合センター 食肉の消費普及及び啓発宣伝 (常 勤) 田家邦明 吉田和正

食肉の栄養及び調理に関する知識及び情報の収集、普及 (以下非常勤) 福岡伊三夫 小林喜一 石川 真 上野征洋

及び広報 臼杵徳一(現理事） 大本皓一 川合淳二 久保忠夫 西馬場茂

食肉の生産・流通・消費の実情、動向の総合的調査研究と国際交流 藤巻正生 山本達雄 村上幸春

(財)日本食肉生産技術開発センター 食肉等の処理等の機械、施設、システムについての調査、 (常 勤) 塩飽二郎 細見隆夫

研究開発、情報収集、提供、コンサルタント業務 (以下非常勤) 久保忠夫 飯干輝光 石津一二 井田光之(現理事)

海内栄一 土屋雅義 寺内正光 羽根田實 藤井 實 松本洋幸

村田良樹 吉村俊治 高橋 悟 田谷 昭

(財)加古川食肉公社 食肉産業振興に関する指導育成事業 (非常勤) 松岡勝昭 稲岡安則 平井信正 岡本 茂 石堂 求

食肉卸売市場の開設 大濱 俊 青木秀太郎 石原 淳 中尾政国 中尾徳弘 廣澤 隆

食肉センターの近代化整備及び管理運営に関する事業 大本憲巳 藤江昌昭

(財)奈良県食肉公社 と畜場の設置及び管理運営に関する事業 (非常勤) 荒井正吾 奥田喜則 上田 清 岡井康徳 川端 修

食肉市場の開設及び管理運営に関する事業 吉村正久 窪田 修 竹村 潔 冨岡義文 前田禎郎 上平一郎

治水、環境対策に関する事業 谷奥昭弘 植田忠行

役員の氏名名称 業務の概要
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(2) 関連会社及び関連公益法人等の財務状況

① 関連会社

ア 資産、負債及び純資産の額 (単位：円)

うち資本金

関連会社

(株)北海道畜産公社 7,562,007,264 2,596,436,709 4,965,570,555 4,797,630,000

(株)秋田県食肉流通公社 1,724,693,420 498,424,138 1,226,269,282 1,319,700,000

(株)山形県食肉公社 3,744,789,315 1,288,088,050 2,456,701,265 2,827,880,000

(株)群馬県食肉卸売市場 4,977,586,205 1,384,708,767 3,592,877,438 1,688,630,000

(株)全日本農協畜産公社 585,590,985 160,259,690 425,331,295 400,000,000

(株)山梨食肉流通センター 890,831,013 777,866,774 112,964,239 420,000,000

(株)富山食肉総合センター 827,125,685 364,207,729 462,917,956 270,000,000

(株)鳥取県食肉センター 1,583,686,784 161,542,884 1,422,143,900 1,160,000,000

(株)島根県食肉公社 989,589,036 230,972,780 758,616,256 499,900,000

(株)香川県畜産公社 1,361,849,780 204,301,197 1,157,548,583 1,130,000,000

JAえひめアイパックス(株) 4,004,048,447 1,676,889,847 2,327,158,600 2,300,000,000

(株)熊本畜産流通センター 2,531,107,360 775,369,126 1,755,738,234 1,651,000,000

(株)大分県畜産公社 2,918,106,438 772,810,602 2,145,295,836 2,029,410,000

(株)ミヤチク 8,050,496,204 4,176,829,146 3,873,667,058 2,014,270,000

南九州畜産興業(株) 12,519,091,712 9,518,713,677 3,000,378,035 490,000,000

(株)JA食肉かごしま 6,751,458,504 5,401,495,947 1,349,962,557 452,000,000

(株)沖縄県食肉センター 3,668,680,849 2,406,346,845 1,262,334,004 1,327,292,000

よつ葉乳業(株) 46,859,174,603 24,063,899,637 22,795,274,966 3,100,000,000

北陸乳業(株) 737,903,349 539,599,944 198,303,405 167,200,000

四国乳業(株) 9,111,413,739 7,390,660,782 1,720,752,957 2,120,510,000

九州乳業(株) 9,312,164,420 22,292,610,383 △ 12,980,445,963 1,563,040,000

名称 資産 負債 純資産
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イ 営業収入、経常損益、当期損益及び繰越利益剰余金の額 （単位：円）

関連会社

(株)北海道畜産公社 7,273,414,597 394,830,039 178,692,081 167,940,555

(株)秋田県食肉流通公社 7,294,287,037 40,889,765 13,233,256 △ 93,430,718

(株)山形県食肉公社 15,660,165,766 47,733,807 16,215,155 △ 1,149,707,720

(株)群馬県食肉卸売市場 17,381,175,927 119,714,953 52,613,913 88,674,438

(株)全日本農協畜産公社 1,686,262,590 22,026,826 10,968,800 25,331,295

(株)山梨食肉流通センター 1,867,806,755 32,716,837 △ 124,279,455 △ 307,035,761

(株)富山食肉総合センター 356,909,905 26,589,508 53,934,492 191,285,585

(株)鳥取県食肉センター 1,530,312,667 10,148,965 3,934,971 32,143,900

(株)島根県食肉公社 3,359,395,371 30,144,329 12,750,066 21,047,890

(株)香川県畜産公社 634,027,823 31,225,275 2,147,447 4,748,583

JAえひめアイパックス(株) 4,324,151,224 30,587,491 11,684,703 11,684,703

(株)熊本畜産流通センター 7,305,778,176 133,493,616 68,646,558 104,738,234

(株)大分県畜産公社 6,980,120,840 72,551,989 38,881,371 115,885,836

(株)ミヤチク 45,405,633,218 150,364,971 55,241,650 104,397,058

南九州畜産興業(株) 52,640,380,983 223,094,278 81,516,921 93,578,035

(株)JA食肉かごしま 41,236,858,775 46,001,049 7,051,719 13,462,557

(株)沖縄県食肉センター 5,078,396,170 △ 73,661,253 △ 111,609,544 △ 64,957,996

よつ葉乳業(株) 95,225,778,083 1,890,391,814 678,622,474 1,114,780,551

北陸乳業(株) 2,771,257,938 19,192,924 18,426,672 31,103,405

四国乳業(株) 21,331,133,853 △ 236,916,885 △ 257,222,857 △ 837,749,257

九州乳業(株) 18,090,238,323 △ 1,973,549,937 △ 16,642,746,385 △ 15,304,635,366

繰越利益剰余金
当期純利益
(当期純損失)

営業収入(総売上高) 経常損益名称
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② 関連公益法人等

ア 資産、負債及び正味財産の額 (単位：円)

関連公益法人等

(財)畜産生物科学安全研究所 2,665,118,056 551,371,624 2,113,746,432

(財)日本食肉流通センター 34,909,421,682 6,337,943,129 28,571,478,553

(財)日本食肉消費総合センター 2,311,552,786 391,825,724 1,919,727,062

(財)日本食肉生産技術開発センター 1,771,177,518 173,865,040 1,597,312,478

(財)加古川食肉公社 1,698,834,625 320,815,768 1,378,018,857

(財)奈良県食肉公社 3,581,876,668 43,472,765 3,538,403,903

負債 正味財産名称 資産
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イ 正味財産の額 （単位：円）

(財)畜産生物科学安全研究所 1,353,441,693 206,031,831 1,147,409,862 1,284,343,330 998,743,521 285,599,809 0 69,098,363 176,035,796 245,134,159

(財)日本食肉流通センター 2,416,925,615 0 2,416,925,615 2,675,751,568 2,372,212,043 163,189,025 140,350,500 △ 258,825,953 △ 6,084,295,494 △ 6,343,121,447

(財)日本食肉消費総合センター 1,025,188,743 956,269,435 68,919,308 1,027,429,738 959,417,122 33,663,142 34,349,474 △ 2,240,995 57,358,184 55,117,189

(財)日本食肉生産技術開発センター 109,478,360 57,577,270 51,901,090 122,052,634 73,006,781 49,045,853 0 △ 12,574,274 130,660,563 118,086,289

(財)加古川食肉公社 249,909,428 0 249,909,428 203,966,672 119,000,296 84,966,376 0 45,942,756 1,332,076,101 1,378,018,857

(財)奈良県食肉公社 174,564,320 137,262,000 37,302,320 1,383,327,566 137,226,957 36,006,201 1,210,094,408 △ 1,208,763,246 3,570,167,149 2,361,403,903

（単位：円）

(財)畜産生物科学安全研究所 121,051,154 119,962,000 1,089,154 248,600,790 △ 127,549,636 1,996,161,909 1,868,612,273 2,113,746,432

(財)日本食肉流通センター 0 0 0 0 0 34,914,600,000 34,914,600,000 28,571,478,553

(財)日本食肉消費総合センター 339,292 0 339,292 21,479,509 △ 21,140,217 1,885,750,090 1,864,609,873 1,919,727,062

(財)日本食肉生産技術開発センター 591,155 0 591,155 51,990,925 △ 51,399,770 1,530,625,959 1,479,226,189 1,597,312,478

(財)加古川食肉公社 0 0 0 0 0 0 0 1,378,018,857

(財)奈良県食肉公社 0 0 0 0 0 1,177,000,000 1,177,000,000 3,538,403,903

I J=H+I K=E+JG

管理費

正味財産期末残高
費用等 当期増減額

指定正味財産期首
残高

指定正味財産期末
残高

収益 収益の内訳

その他の収益

収益の内訳 費用

名称

指定正味財産増減の部

H=F-G

費用の内訳

受取補助金等 その他の収益 事業費

C=A-BB E=C+D

その他の費用

A

受取補助金等

D

F

名称

一般正味財産増減の部

当期増減額
一般正味財産期首残

高
一般正味財産期末残高

収益
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ウ 当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額 (単位：円)

(財)畜産生物科学安全研究所 1,534,288,759 1,464,967,667 69,321,092

(財)日本食肉流通センター 2,361,493,495 2,530,664,925 △ 169,171,430

(財)日本食肉消費総合センター 996,366,182 998,308,233 △ 1,942,051

(財)日本食肉生産技術開発センター 467,478,360 480,052,634 △ 12,574,274

(財)加古川食肉公社 249,909,428 249,909,393 35

(財)奈良県食肉公社 189,564,320 189,619,800 △ 55,480

関連公益法人等

名称 当期収支差額当期収入合計 当期支出合計
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