
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 菊地　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 瀧澤正佳 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 阿部　豊 藤木忠良 佐藤佐太幸

食肉及び副産物の加工並びに貯蔵販売 小西倉之助 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 伊藤　久

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 野川政文 阿部賢一 斎藤亮一

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

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 深澤泰司 須永博治

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 齊藤隆雄 須藤邦彦 石田善嗣

食肉、食肉副生物、食肉加工品等の製造及び販売 中澤哲夫 嶋本暢一 新井紀義 長岡　武 北村　守 福田史郎

前原良男 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) 松本洋幸 佐藤千秋 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 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) 松村孝典 杉山博彦 渡邉重一 堀井幸憲 滝花　諭

食肉市場の運営 白砂　勇 樋川宗雄 山本一之 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

名称 業務の概要 役員の氏名
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(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 髙見俊雄 山田晋爾 福山　巌

副産物（原皮、内臓、骨等）の処理、加工及び販売 尾崎博章

(株)島根県食肉公社 家畜の集荷 (常勤) 安食政幸 大木戸聖司

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

食肉の処理加工、販売 川上祐治 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) 濟川　誠 中川達也 峰岡茂夫 田中祥三 篠籐英二

家畜の内臓処理及び販売 井上　学

食肉加工品の製造及び販売 (以下非常勤) 岡本健治 高野公雄 梶谷昭伸 諏訪　玄 髙橋　勉

豊田明夫 黒田義人

(株)熊本畜産流通センター 肉畜のと畜・解体 (常　勤) 緒方英一 鈴木政一 那須利八

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 千葉正和 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) 今吉豊一郎 足達八崇男 樋口 健 吉野眞治 樋渡正秀

佐藤正明 橋本一孝 三代敦士 佐藤次郎

(以下非常勤) 佐藤　洋 片岡登喜男 金塚秀夫 近藤和義 久渡　晃

橋本祐輔 清末健一 神野啓二 渡邉邦壽 森竹嗣夫

(株)ミヤチク と畜場の運営 (常　勤) 長友和美 井手勝彦 畑中　修 黒木政敏 下西春吉

食肉及び副産物の仕入、加工、販売 下園和秋 郡　義博

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

新森雄吾 蔵富英志 篠原一利 金田清夫 黒木友徳 白坂幸則

米良正秋 工藤富男 山口庄一 森岡幸一郎

南九州畜産興業(株) 食肉の製造及び販売 (常　勤) 鬼丸博文 岩重秀人 田原　健 南　光郎 稻元光明

農産加工品の販売 宇都宮励起 垂口康孝 松下孝一

(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 有馬　忍
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(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 徳永實保

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

(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) 小橋川邦夫 神里幸男

家畜のと畜解体、処理加工 (以下非常勤) 長田　司 砂川博紀 金城　巌 長濱哲夫 金城秀之

食肉及び副産物の冷蔵保管 酒井文雄 千葉正和 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 松久浩二

農畜産食料品、清涼飲料、その他食料品の製造販売 加我　肇 　　堀口　明（元乳業部長） 出村陽一 有田　真 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 渡邉善隆 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

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 山田博文 山口恒朗 桑鶴精二

清涼飲料の製造及び販売 河野　仁 飯尾　要 宮武利弘 和氣茂太 柳瀬一範 白石　博

藤田勝利
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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 伊藤義彦 青木葉一 江口正志

技術の指導 (以下非常勤) 天尾弘実 岩崎利郎 岡本雄平 小尾一夫 栗原定男

実験動物としての家畜及び家禽の研究 関崎　勉 前田昌子 丸山総一 瀧島利雄 福安嗣昭

(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) 鶉橋誠一 海老原宏明 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（元理事） 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 (非常勤) 田家邦明 福岡伊三夫 小林喜一 上野征洋 大本皓一

食肉の栄養及び調理に関する知識及び情報の収集、普及および広報 小原良教 上野川修一 川合淳二 河原光雄 内藤邦男（現副理事長）

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 福原康彦 藤巻正生 村上幸春 山本達雄

(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) 福原康彦 石津一二 　 伊地知俊一(元理事) 海内栄一

鬼丸博文 佐藤節夫 土屋雅義 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 高井則明 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 大山文男 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 冨岡義文

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 宮谷　太 澁久正博 竹内幹郎 窪田剛久

治水、環境対策に関する事業 谷奥昭弘 平岡　仁

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 7,327,046,955 1,974,542,797 5,352,504,158 4,797,630,000

(株)秋田県食肉流通公社 1,632,150,781 358,989,962 1,273,160,819 1,319,700,000

(株)山形県食肉公社 3,733,144,346 1,242,167,700 2,490,976,646 1,682,880,000

(株)群馬県食肉卸売市場 4,909,337,515 1,806,109,004 3,103,228,511 1,688,630,000

(株)全日本農協畜産公社 585,184,655 146,288,355 438,896,300 400,000,000

(株)山梨食肉流通センター 813,986,376 664,303,645 149,682,731 420,000,000

(株)富山食肉総合センター 739,920,176 175,223,756 564,696,420 270,000,000

(株)鳥取県食肉センター 1,539,361,159 101,626,781 1,437,734,378 1,160,000,000

(株)島根県食肉公社 1,014,573,268 244,231,598 770,341,670 499,900,000

(株)香川県畜産公社 1,364,672,181 180,853,406 1,183,818,775 1,130,000,000

JAえひめアイパックス(株) 3,931,258,012 1,728,874,794 2,202,383,218 2,300,000,000

(株)熊本畜産流通センター 6,147,834,355 4,348,603,568 1,799,230,787 1,651,000,000

(株)大分県畜産公社 2,921,057,209 687,628,370 2,233,428,839 2,029,410,000

(株)ミヤチク 6,801,576,800 3,041,190,484 3,760,386,316 2,014,270,000

南九州畜産興業(株) 11,380,467,176 8,244,645,351 3,135,821,825 490,000,000

(株)JA食肉かごしま 6,474,727,654 5,100,842,763 1,373,884,891 452,000,000

(株)沖縄県食肉センター 12,682,843,822 11,898,229,872 784,613,950 1,327,292,000

よつ葉乳業(株) 52,110,732,318 27,776,115,167 24,334,617,151 3,100,000,000

四国乳業(株) 8,922,617,495 7,179,374,305 1,743,243,190 2,120,510,000

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 7,362,449,291 325,171,286 139,291,803 154,874,158

(株)秋田県食肉流通公社 7,105,363,093 58,096,956 22,039,086 △ 46,539,181

(株)山形県食肉公社 15,590,879,987 60,972,591 15,723,019 29,567,661

(株)群馬県食肉卸売市場 12,785,730,387 △ 286,459,773 △ 398,399,185 △ 169,974,489

(株)全日本農協畜産公社 1,405,268,604 10,260,215 1,968,915 38,896,300

(株)山梨食肉流通センター 1,486,070,013 4,045,981 5,382,489 △ 264,934,780

(株)富山食肉総合センター 342,859,517 19,031,320 45,744,559 293,064,049

(株)鳥取県食肉センター 1,570,498,732 24,215,902 5,400,914 37,734,378

(株)島根県食肉公社 3,289,481,040 17,466,464 3,797,341 32,773,304

(株)香川県畜産公社 627,795,048 23,068,160 11,163,637 31,018,775

JAえひめアイパックス(株) 4,137,534,953 △ 65,451,079 △ 53,766,606 △ 113,090,679

(株)熊本畜産流通センター 9,404,573,948 105,158,815 34,581,290 148,230,787

(株)大分県畜産公社 5,304,126,678 47,157,415 41,059,984 54,018,839

(株)ミヤチク 35,496,456,270 △ 16,146,834 △ 24,593,730 △ 8,883,684

南九州畜産興業(株) 47,614,479,126 178,352,991 71,643,683 89,021,825

(株)JA食肉かごしま 39,547,183,762 79,174,651 15,306,977 27,384,891

(株)沖縄県食肉センター 5,119,294,804 △ 30,847,474 23,806,941 △ 542,678,050

よつ葉乳業(株) 91,161,408,949 1,881,407,100 698,678,634 1,274,169,934

四国乳業(株) 20,689,271,316 19,336,667 8,317,107 △ 814,332,106

経常損益
当期純利益

(当期純損失)
繰越利益剰余金名称 営業収入(総売上高)
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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 2,565,507,907 817,316,393 1,748,191,514

(財)日本食肉流通センター 34,132,324,456 5,954,796,234 28,177,528,222

(財)日本食肉消費総合センター 2,035,073,953 140,600,003 1,894,473,950

(財)日本食肉生産技術開発センター 1,502,392,843 127,716,221 1,374,676,622

(財)加古川食肉公社 1,589,441,856 208,833,478 1,380,608,378

(財)奈良県食肉公社 3,530,838,178 38,966,853 3,491,871,325

名称 資産 負債 正味財産
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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 1,314,144,386 153,469,877 1,160,674,509 1,195,997,634 1,016,523,494 95,726,137 83,748,003 118,146,752 294,687,314 412,834,066

(財)日本食肉流通センター 2,223,178,201 0 2,223,178,201 2,413,799,625 2,329,162,506 84,315,450 321,669 △ 190,621,424 △ 6,546,450,354 △ 6,737,071,778

(財)日本食肉消費総合センター 373,224,243 286,051,349 87,172,894 374,069,799 344,091,766 29,978,033 0 △ 845,556 49,319,506 48,473,950

(財)日本食肉生産技術開発センター 97,832,254 70,315,548 27,516,706 114,831,014 59,270,939 55,560,075 0 △ 16,998,760 111,647,332 94,648,572

(財)加古川食肉公社 205,890,849 0 205,890,849 232,992,744 139,940,888 93,051,856 0 △ 27,101,895 1,407,710,273 1,380,608,378

(財)奈良県食肉公社 177,550,087 138,477,000 39,073,087 200,672,683 149,590,365 51,082,318 0 △ 23,122,596 2,337,993,921 2,314,871,325

（単位：円）

(財)畜産生物科学安全研究所 0 0 0 191,721,273 △ 191,721,273 1,527,078,721 1,335,357,448 1,748,191,514

(財)日本食肉流通センター 0 0 0 0 0 34,914,600,000 34,914,600,000 28,177,528,222

(財)日本食肉消費総合センター 696 0 696 836,010 △ 835,314 1,846,835,314 1,846,000,000 1,894,473,950

(財)日本食肉生産技術開発センター 8,650,500 0 8,650,500 44,478,769 △ 35,828,269 1,315,856,319 1,280,028,050 1,374,676,622

(財)加古川食肉公社 0 0 0 0 0 0 0 1,380,608,378

(財)奈良県食肉公社 0 0 0 0 0 1,177,000,000 1,177,000,000 3,491,871,325

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

I J=H+I K=E+J

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

F

収益の内訳 費用

G

A B

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
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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 1,225,312,846 1,299,599,139 △ 74,286,293

(財)日本食肉流通センター 2,858,490,523 2,239,281,353 619,209,170

(財)日本食肉消費総合センター 614,647,703 614,956,879 △ 309,176

(財)日本食肉生産技術開発センター 569,144,594 585,954,354 △ 16,809,760

(財)加古川食肉公社 205,890,849 205,890,595 254

(財)奈良県食肉公社 190,550,087 182,586,500 7,963,587

当期収支差額

関連公益法人等

名称 当期収入合計 当期支出合計
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