
１３　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 森本清隆 越野　修 菊川清志 長谷川政樹

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

肉畜及び畜肉の販売及び加工販売 新井光雄 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 山本勝博 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 樽川政史 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) 加藤義康 伊藤富彦 藤木忠良 鎌田　潔 小西倉之助

食肉及び副産物の加工並びに貯蔵販売 伊東勝美 小松信一 大鐘武博 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) 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) 今田正夫 市川昭男 遠藤芳雄 野川政文 阿部賢一

食肉、副産物の冷蔵保管並びに委託処理 森谷裕一 山本信治 小野紀男 遠藤直幸 髙橋重美 大山幸雄

古沢　明 髙谷尚市 安食賢一 吉田昌弘 髙橋勝幸 田宮則義

日向幸一 土海安雄

(株)群馬県食肉卸売市場 冷蔵冷凍保管業務 (常　勤) 宮﨑　純 矢端武善 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 須永博治 齊藤隆雄 桜井誉三

食肉、食肉副生物、食肉加工品等の製造及び販売 須藤邦彦 林　宣夫 嶋本暢一 新井紀義 長岡　武 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 吉野　肇 宮田康一

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 高橋俊英 肥後俊一

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) 笹本英一 日野原勉 渡邊重一 堀井幸憲 白砂　勇

食肉市場の運営 樋川宗雄 込山　博 向山公夫 岩野秀夫 磯部芳彦

(株)富山食肉総合センター 肉畜のと畜解体処理 (常　勤) 上江崇春 沙魚川睦夫 高松弘三

食肉の加工処理 (以下非常勤) 佐野日出勇 高松　弘 寺井幹男 小栗一貢 弓部裕一

食肉の冷蔵保管 寺林　敏 押上忠央

(株)鳥取県食肉センター 家畜のと畜、解体 (常　勤) 牧田茂雄 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、内臓、骨等）の処理、加工及び販売 山田晋爾

名称 業務の概要 役員の氏名
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(株)島根県食肉公社 家畜の集荷 (常勤) 安食政幸

家畜のと畜、解体 (以下非常勤) 江口博晴 古川　巧 勝部　誠 鈴木幸通 松本公一

食肉の処理加工、販売 酒井浩純 本田誠次 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 藤井傅也 綾　宏 田辺　広

自社の敷地、建物、施設の管理運営 大西廣幸 難波寛之 加藤悟史 作花政信

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

内臓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 古閑英範

(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 佐藤正明

橋本一孝 三代敦士 樋渡正秀 佐藤次郎

(以下非常勤) 廣瀨暢洋 片岡登喜男 今吉豊一郎 近藤和義 久渡　晃

橋本祐輔 清末健一 佐藤　洋 森竹嗣夫

(株)ミヤチク と畜場の運営 (常　勤) 郡　義博 井手勝彦 畑中　修 黒木政敏 増田明秀

食肉及び副産物の仕入、加工、販売 下西春吉 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 篠原一利 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

南九州畜産興業(株) 食肉の製造及び販売 (常　勤) 飯干輝光 岩重秀人 鬼丸博文 永野保任 南　光郎

農産加工品の販売 稻元光明 宇都宮励起 諸留　貢

(以下非常勤) 山田裕章 中條隆治 池田　孝 寺師幸男 鶉橋誠一

長友和美 前田公友 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 末廣正仁

窪田雅信 米重政富
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(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 下地博治

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 太田順治

農畜産食料品、清涼飲料、その他食料品の製造販売 松久浩二 加我　肇 　　堀口　明（元乳業部長） 出村陽一 船田為生

(以下非常勤) 有塚利宣 小瀬　泰 西　一司 枳穀勝久 伊藤政光

高石克己 石川治徳 宮崎幹生 髙橋正道 大塚宏明 遠山　昇

相澤昌幸 渡邊善隆 山本勝博 髙橋勝義 友澤勇司 佐藤裕司

十倉孝夫 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 東　英一 桶屋幸蔵 谷内紀明

永井　侯 田中雅晴 松村一美

四国乳業(株) 牛乳の処理及び販売 (常　勤) 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 山口恒朗 桑鶴精二 河野　仁 飯尾　要 木下二郎 柚山　正道

大西康彦
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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 栗原定男 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) 　髙橋賢二（元副理事長） 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 鶉橋誠一 川合淳二 小林喜一

部分肉の流通の改善及び合理化のための調査研究等 　土屋恒次（旧農畜産業振興事業団顧問） 西馬場茂 福岡伊三夫 村井功誠

　村尾　誠（現理事） 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 大本皓一

及び広報 川合淳二 久保忠夫 内藤邦男（現副理事長） 西馬場茂 藤巻正生

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 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（旧農畜産業振興事業団理事長） 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 　 伊地知俊一(元理事)

海内栄一 土屋雅義 佐藤節夫 羽根田實 福岡伊三夫 松本洋幸

村田良樹 吉村俊治 高橋　悟（元業務監査室長） 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 樋口久典 石堂　求

食肉卸売市場の開設 山脇幹治 木下惠介 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 　岩坂純一郎 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 窪田　修 上田 　清 福西　力 浅井眞人

食肉市場の開設及び管理運営に関する事業 吉村正久 稲山一八 武末文男 冨岡義文 前田禎郎 窪田剛久

治水、環境対策に関する事業 谷奥昭弘 秋田新平

名称 業務の概要 役員の氏名
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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 7,696,661,879 2,483,449,524 5,213,212,355 4,797,630,000

(株)秋田県食肉流通公社 1,746,448,658 495,326,925 1,251,121,733 1,319,700,000

(株)山形県食肉公社 3,785,317,413 1,310,063,786 2,475,253,627 1,682,880,000

(株)群馬県食肉卸売市場 4,811,267,477 1,309,639,781 3,501,627,696 1,688,630,000

(株)全日本農協畜産公社 563,211,859 126,284,474 436,927,385 400,000,000

(株)山梨食肉流通センター 913,269,543 768,969,301 144,300,242 420,000,000

(株)富山食肉総合センター 750,786,402 231,834,541 518,951,861 270,000,000

(株)鳥取県食肉センター 1,556,089,517 123,756,053 1,432,333,464 1,160,000,000

(株)島根県食肉公社 1,022,318,717 255,774,388 766,544,329 499,900,000

(株)香川県畜産公社 1,367,589,740 194,934,602 1,172,655,138 1,130,000,000

JAえひめアイパックス(株) 4,080,321,326 1,824,171,502 2,256,149,824 2,300,000,000

(株)熊本畜産流通センター 2,479,649,241 714,999,744 1,764,649,497 1,651,000,000

(株)大分県畜産公社 3,080,716,864 888,428,519 2,192,288,345 2,029,410,000

(株)ミヤチク 7,663,137,098 3,878,157,052 3,784,980,046 2,014,270,000

南九州畜産興業(株) 11,702,672,480 8,638,494,338 3,064,178,142 490,000,000

(株)JA食肉かごしま 6,608,305,513 5,249,727,599 1,358,577,914 452,000,000

(株)沖縄県食肉センター 3,447,380,388 2,686,573,379 760,807,009 1,327,292,000

よつ葉乳業(株) 51,263,952,651 27,516,387,379 22,795,274,966 3,100,000,000

北陸乳業(株) 719,628,471 524,390,078 195,238,393 167,200,000

四国乳業(株) 9,106,885,013 7,370,666,072 1,736,218,941 2,120,510,000

資産 負債 純資産名称
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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 7,186,927,796 362,476,163 247,641,800 265,582,355

(株)秋田県食肉流通公社 6,789,352,446 53,257,235 24,852,451 △ 68,578,267

(株)山形県食肉公社 14,963,638,576 50,429,723 18,552,362 13,844,642

(株)群馬県食肉卸売市場 16,387,080,376 87,235,402 △ 91,249,742 △ 2,575,304

(株)全日本農協畜産公社 1,498,007,993 15,006,990 11,596,090 36,927,385

(株)山梨食肉流通センター 1,532,708,494 22,398,961 31,336,003 △ 275,699,758

(株)富山食肉総合センター 352,738,217 29,805,324 56,033,905 247,319,490

(株)鳥取県食肉センター 1,453,782,960 20,976,837 10,189,564 42,333,464

(株)島根県食肉公社 3,099,672,070 24,858,487 7,928,073 28,975,963

(株)香川県畜産公社 620,791,119 27,362,238 15,106,555 19,855,138

JAえひめアイパックス(株) 4,061,149,847 △ 101,922,910 △ 71,008,776 △ 59,324,073

(株)熊本畜産流通センター 8,524,209,170 78,228,154 8,911,263 113,649,497

(株)大分県畜産公社 6,759,806,205 64,959,201 46,992,509 62,878,345

(株)ミヤチク 43,444,507,728 △ 68,764,988 △ 88,687,012 △ 74,289,954

南九州畜産興業(株) 49,073,007,785 126,467,768 63,800,107 77,378,142

(株)JA食肉かごしま 39,282,715,895 29,736,396 8,615,357 12,077,914

(株)沖縄県食肉センター 4,843,550,913 △ 393,029,769 △ 501,526,995 △ 566,484,991

よつ葉乳業(株) 90,260,204,469 1,522,249,803 980,710,749 1,485,491,300

北陸乳業(株) 2,582,012,574 △ 1,834,307 △ 3,065,012 28,038,393

四国乳業(株) 21,337,323,687 13,707,298 15,100,044 △ 822,649,213

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 2,525,075,175 704,306,740 1,820,768,435

(財)日本食肉流通センター 34,470,692,519 6,102,542,873 28,368,149,646

(財)日本食肉消費総合センター 2,218,243,454 322,088,634 1,896,154,820

(財)日本食肉生産技術開発センター 1,616,220,928 188,717,277 1,427,503,651

(財)加古川食肉公社 1,639,194,278 231,484,005 1,407,710,273

(財)奈良県食肉公社 3,556,980,810 41,986,889 3,514,993,921

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 1,292,154,320 209,075,556 1,083,078,764 1,243,598,765 1,130,150,611 111,423,887 2,024,267 48,555,555 245,134,159 293,689,714

(財)日本食肉流通センター 2,247,903,890 0 2,247,903,890 2,451,232,797 2,359,261,222 91,919,045 52,530 △ 203,328,907 △ 6,343,121,447 △ 6,546,450,354

(財)日本食肉消費総合センター 748,540,824 717,058,810 31,482,014 754,338,507 720,813,583 33,524,924 0 △ 5,797,683 55,117,189 49,319,506

(財)日本食肉生産技術開発センター 258,657,292 222,947,536 35,709,756 265,096,249 214,309,848 50,786,401 0 △ 6,438,957 118,086,289 111,647,332

(財)加古川食肉公社 281,529,059 0 281,529,059 251,837,643 158,093,780 93,743,863 0 29,691,416 1,378,018,857 1,407,710,273

(財)奈良県食肉公社 182,746,937 144,215,000 38,531,937 206,156,919 148,119,716 58,037,203 0 △ 23,409,982 2,361,403,903 2,337,993,921

（単位：円）

(財)畜産生物科学安全研究所 240,521,702 239,999,000 522,702 582,055,254 △ 341,533,552 1,868,612,273 1,527,078,721 1,820,768,435

(財)日本食肉流通センター 0 0 0 0 0 34,914,600,000 34,914,600,000 28,368,149,646

(財)日本食肉消費総合センター 6,637 0 6,637 17,781,196 △ 17,774,559 1,864,609,873 1,846,835,314 1,896,154,820

(財)日本食肉生産技術開発センター 28,216,161 0 28,216,161 191,586,031 △ 163,369,870 1,479,226,189 1,315,856,319 1,427,503,651

(財)加古川食肉公社 0 0 0 0 0 0 0 1,407,710,273

(財)奈良県食肉公社 0 0 0 0 0 1,177,000,000 1,177,000,000 3,514,993,921

名称

指定正味財産増減の部

H=F-G

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

収益

F

収益の内訳 費用

G

A B

一般正味財産期末残
高

C=A-B D E=C+D

費用の内訳

受取補助金等 その他の収益 事業費 その他の費用管理費

I J=H+I K=E+J

正味財産期末残高
費用等

収益 収益の内訳
当期増減額

指定正味財産期末
残高

指定正味財産期首
残高

受取補助金等 その他の収益
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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 1,826,765,703 1,761,307,697 65,458,006

(財)日本食肉流通センター 2,936,702,885 2,352,574,079 584,128,806

(財)日本食肉消費総合センター 762,870,624 769,310,129 △ 6,439,505

(財)日本食肉生産技術開発センター 538,657,292 546,545,249 △ 7,887,957

(財)加古川食肉公社 281,529,059 281,528,343 716

(財)奈良県食肉公社 187,746,937 197,772,041 △ 10,025,104

当期支出合計 当期収支差額当期収入合計

関連公益法人等

名称
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