
１１　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) 山内啓二 森本清隆 菊川清志 越野　修 森下隆男

枝肉取引市場の経営 (以下非常勤) 瀧澤義一 板東寛之 石崎　裕 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 佐藤博幸 有塚利宣 岡本一男 山下英二 石橋榮紀

原井松純 松山幸雄 木下一己 山本勝博

(株)秋田県食肉流通公社 肉畜のと畜、解体 (常　勤) 伊藤富彦 眞田久之 瀧澤正佳 板垣陽一

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 奈良明弘 小西倉之助 桜井　勇 小島武志

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 小熊伸司 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 遠藤幸士 楢岡浩之 伊藤　久

食肉、副産物の加工品の製造及び販売 (以下非常勤) 長澤　豊 市川昭男 髙谷尚市 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 若松正俊 山本信治 加藤國洋 田宮栄佐美 髙橋重美 板垣平治郎

古沢　明 市川　泰 吉田昌弘 髙橋勝幸 大沼幸仁 安食賢一

石川一夫

(株)群馬県食肉卸売市場 冷蔵冷凍保管業務 (常　勤) 齊藤隆雄 宮﨑　純 矢端武善 深澤泰司

豚枝肉、牛枝肉、食肉副生物等の仕入 (以下非常勤) 長岡　武 小池　清 須藤邦彦 境野修一 茂木一義

食肉、食肉副生物、食肉加工品等の製造及び販売 大澤憲一 亀井勝男 森澤　隆 児島秀行 平位修一 福田史郎

唐沢　透 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) 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 村上　進 白岩茂樹 森川末広 臼井靖彦

畜産物の冷蔵保管 肥後俊一 増田昌洋

(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) 山里直志 松林　修 岩野秀夫 堀井幸憲 梶原一明

食肉市場の運営 桜井和巳 小野光明 山本一之 渡邊重也 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) 赤江静雄 野田宗克 高松弘三

食肉の加工処理 (以下非常勤) 谷川　剛 須沼英俊 荒川清治 大澤　正 飯田久範

食肉の冷蔵保管 嶋田弘志

(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 小原啓一

食肉の処理、加工及び販売 (以下非常勤) 髙見俊雄 福山　巖 谷口節次 谷本晴美 山田晋爾

副産物（原皮、内臓、骨等）の処理、加工及び販売 栗原隆政 澤　伸幸

名称 業務の概要 役員の氏名



(株)島根県食肉公社 家畜の集荷 (常勤) 熱田保政 大木戸聖司

家畜のと畜、解体 (以下非常勤) 江口博晴 大谷博英 鈴木幸通 安松　智 生田裕介

食肉の処理加工、販売 本田誠次 山下　潔 古川　巧 廣山勝秀 町谷修二

(株)香川県畜産公社 獣畜のと畜解体処理 (常　勤) 藤井傳也 大西廣幸 多田紀文

部分肉の処理、加工、保管 (以下非常勤) 宮武利弘 筒井正数 難波寛之 綾　宏 飯間和則

自社の敷地、建物、施設の管理運営 井下正之 奥谷和巳 作花政信 加藤悟史

JAえひめアイパックス(株) 家畜の処理・解体 (常　勤) 濟川　誠 峰岡茂夫 中川達也 篠藤英二

家畜の内臓処理及び販売 (以下非常勤) 岡本健治 田坂　實 菊地秀明 諏訪　玄 髙橋　勉

食肉加工品の製造及び販売 豊田明夫 黒田義人 日山正彦

(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 梅本　茂 園田俊宏 吉田孝壽

内臓など副産物の処理販売 武部　満 三角　修 江頭　実 桜木一男 矢野利彦 前田文徳

(株)大分県畜産公社 食肉の製造及び販売 (常　勤) 今吉豊一郎 佐藤正明 佐々木俊一 坂本俊幸 赤嶺辰雄

井上悦郎 衛藤秀廣 藤田正幸 足達八崇男

(以下非常勤) 佐藤　洋 吉武   理 油布勝秀 小出祐二 橋本祐輔

神野啓二 清末健一 二宮伊作 阿南俊晴

(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 森下正弘

食肉及び副産物の仕入、加工、販売 宮越達也 井上俊次

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 中村哲也 藤原榮伸

新森雄吾 藏富英志 篠原一利 谷口良孝 河野康弘 白坂幸則

福良公一 佐藤則義 岩切雅之 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 宇都宮励起

農産加工品の販売 垂口康孝 狩長嘉博 松下孝一

(以下非常勤) 布袋嘉之 末澤壽一 池田　孝 北郷　栄 鶉橋誠一

川野隆典 児玉宏紀

(株)JA食肉かごしま 牛・豚のと畜解体処理加工 (常　勤) 山口和彦 上井伸一

豚の生産・販売 (以下非常勤) 北郷　栄 久保茂吉 下野賢治 永福喜作 鮫島忠雄

島　元嗣 中村哲也 西迫　誠 前田英文 小原松男 有里正心

窪田雅信 石堂敦志



(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) 上原正信 中川貞則 井上　光 神里幸男

家畜のと畜解体、処理加工 (以下非常勤) 砂川博紀 普天間朝重 安次富均 慶留間照雄 仲田利美

食肉及び副産物の冷蔵保管 酒井文雄 桜木一男 伊禮輝夫 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 有田　真 加我　肇 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 　　堀口　明（元乳業部長） 出村陽一 阿部　優 遠藤武之 髙橋秀一

三浦晃一 船田為生

(以下非常勤) 有塚利宣 小瀬　泰 中川菊夫 伊藤政光 瀧澤義一

板東寛之 宮﨑幹生 髙橋正道 笠井安弘 小椋茂敏 山口良一

渡邉善隆 山本勝博 髙橋勝義 友澤勇司 佐藤裕司 十倉孝夫

木下一己 佐藤雅仁 河村信幸 眞坂圭一

四国乳業(株) 牛乳の処理及び販売 (常　勤) 白石恭弘 塩崎照洋 越智典雄

乳製品の製造及び販売 (以下非常勤) 和氣茂太 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 宮武利弘 中谷　誠 近藤康夫 土居正明 村上謙二

樋口　茂



関連公益法人等

(一財)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、検査及び技術の指導 (常　勤) 萬田富治 伊藤義彦 小田憲司 山本　譲

実験動物としての家畜及び家禽の研究 (以下非常勤) 福井那顕 荒川秀俊 切替照雄 小林信一 黒澤雅彦

南波利昭

(公財)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） 五十嵐太乙 沖　浩幸

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) 石田政憲 鶉橋誠一 小原良教 小林喜一 惣宇利紀男

部分肉の流通の改善及び合理化のための調査研究等 中須勇雄 南波利昭 福岡伊三夫 村井功誠 安藤　肇 長谷部勇

(公財)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 小林喜一 上野征洋 大本皓一 小原良教

食肉の栄養及び調理に関する知識及び情報の収集、普及及び広報 上野川修一 河原光雄 柴田　博 中須勇雄 宮﨑昭 吉川泰弘

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 川口秀男 山本達雄

(公財)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) 安部次男 石津一二 　 伊地知俊一(元理事) 海内栄一

鬼丸博文 佐藤節夫 鳥山　晃 南波利昭 羽根田實 村田良樹

茂原　馨 　村尾　誠（元理事） 長谷部勇

(公財)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 中尾政国 樋口久典 都出昌之 谷元哲則

食肉卸売市場の開設 磯野正之 福谷彰博 平井良幸 楞野博史

食肉センターの近代化整備及び管理運営に関する事業

(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 (常　勤) 大口龍太郎

食肉市場の開設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 植村家忠 福谷健夫

治水、環境対策に関する事業 浪越照雄 影山　清 植田重孝 竹内幹郎 水本　実 松井正剛

今中富夫

名称 業務の概要 役員の氏名



(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 7,593,971,415 1,884,313,231 5,709,658,184 4,797,630,000

(株)秋田県食肉流通公社 1,615,778,982 341,691,439 1,274,087,543 1,319,700,000

(株)山形県食肉公社 4,201,310,891 1,617,010,219 2,584,300,672 1,682,880,000

(株)群馬県食肉卸売市場 4,749,940,025 1,474,473,106 3,275,466,919 1,688,630,000

(株)全日本農協畜産公社 541,347,825 145,478,505 395,869,320 400,000,000

(株)山梨食肉流通センター 556,531,664 391,721,938 164,809,726 420,000,000

(株)富山食肉総合センター 815,489,671 149,326,050 666,163,621 270,000,000

(株)鳥取県食肉センター 1,560,945,726 106,891,650 1,454,054,076 1,160,000,000

(株)島根県食肉公社 952,430,509 206,070,678 746,359,831 499,900,000

(株)香川県畜産公社 1,331,501,350 113,815,391 1,217,685,959 1,130,000,000

JAえひめアイパックス(株) 3,528,238,817 1,403,930,579 2,124,308,238 2,300,000,000

(株)熊本畜産流通センター 3,712,129,774 2,115,372,013 1,596,757,761 1,651,000,000

(株)大分県畜産公社 2,711,284,661 588,157,198 2,123,127,463 2,029,410,000

(株)ミヤチク 9,250,260,212 6,128,663,259 3,121,596,953 2,014,270,000

南九州畜産興業(株) 12,527,167,582 9,100,850,501 3,426,317,081 490,000,000

(株)JA食肉かごしま 6,355,900,218 4,945,446,886 1,410,453,332 452,000,000

(株)沖縄県食肉センター 4,324,162,770 3,363,113,773 961,048,997 1,327,292,000

よつ葉乳業(株) 53,069,746,298 25,147,474,430 27,922,271,868 3,100,000,000

四国乳業(株) 7,894,840,236 7,249,495,293 645,344,943 2,120,510,000

純資産名称 資産 負債



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 7,414,784,988 272,205,344 122,686,635 142,028,184

(株)秋田県食肉流通公社 8,175,722,245 23,571,985 6,718,597 △ 45,612,457

(株)山形県食肉公社 17,482,195,705 37,753,467 6,867,163 58,014,271

(株)群馬県食肉卸売市場 11,910,056,345 91,075,925 147,713,179 951,263,919

(株)全日本農協畜産公社 1,646,558,561 △ 31,522,739 △ 23,299,584 15,869,320

(株)山梨食肉流通センター 1,831,350,195 △ 21,888,677 △ 21,114,802 △ 255,190,274

(株)富山食肉総合センター 325,016,720 7,921,798 35,019,419 394,531,250

(株)鳥取県食肉センター 2,225,182,024 21,557,000 3,382,629 54,054,076

(株)島根県食肉公社 3,539,067,845 4,300,182 1,087,478 8,791,465

(株)香川県畜産公社 627,582,888 37,695,001 20,632,371 64,885,959

JAえひめアイパックス(株) 4,214,032,733 2,181,156 48,829,579 △ 191,165,659

(株)熊本畜産流通センター 12,605,561,237 120,777,881 96,764,793 △ 54,242,239

(株)大分県畜産公社 5,437,722,924 △ 174,346 1,192,543 △ 126,282,537

(株)ミヤチク 44,728,314,709 △ 318,442,493 △ 385,682,510 △ 647,673,047

南九州畜産興業(株) 49,905,182,136 226,714,605 94,769,906 119,517,081

(株)JA食肉かごしま 37,904,224,974 57,564,031 22,902,901 33,953,332

(株)沖縄県食肉センター 5,365,756,701 106,197,435 88,742,672 △ 366,243,003

よつ葉乳業(株) 95,072,044,106 2,592,414,323 1,481,961,699 1,556,738,095

四国乳業(株) 18,998,197,333 △ 426,184,116 △ 437,297,216 △ 1,915,431,476

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



　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

(一財)生物科学安全研究所 2,290,543,869 603,339,375 1,687,204,494

(公財)日本食肉流通センター 33,462,442,000 4,675,628,242 28,786,813,758

(公財)日本食肉消費総合センター 1,945,697,650 6,054,730 1,939,642,920

(公財)日本食肉生産技術開発センター 1,438,065,323 27,539,456 1,410,525,867

(公財)加古川食肉公社 1,428,971,121 133,208,259 1,295,762,862

(財)奈良県食肉公社 3,548,809,885 45,132,792 3,503,677,093

正味財産名称 資産 負債



イ　正味財産の額 （単位：円）

(一財)生物科学安全研究所 892,287,671 23,956,911 868,330,760 840,673,061 800,128,220 40,544,841 51,614,610 380,312,976 431,927,586

(公財)日本食肉流通センター 2,279,734,868 2,279,734,868 1,932,741,163 1,853,666,231 74,994,012 4,080,920 346,993,705 4,299,109,957 4,646,103,662

(公財)日本食肉消費総合センター 129,062,352 91,671,393 37,390,959 128,366,196 108,543,669 19,465,512 357,015 696,156 1,938,946,764 1,939,642,920

(公財)日本食肉生産技術開発センター 52,458,527 4,919,423 47,539,104 52,505,603 38,671,436 13,706,631 127,536 △ 47,076 79,465,607 79,418,531

(公財)加古川食肉公社 185,240,487 185,240,487 210,809,935 189,134,352 21,675,583 △ 25,569,448 1,321,332,310 1,295,762,862

(財)奈良県食肉公社 399,668,158       350,700,000       48,968,158 433,544,343       417,140,245       16,404,098 △ 33,876,185 2,360,553,278 2,326,677,093

（単位：円）

(一財)生物科学安全研究所 0 0 0 23,956,911 △ 23,956,911 1,279,233,819 1,255,276,908 1,687,204,494

(公財)日本食肉流通センター 0 0 0 0 0 24,140,710,096 24,140,710,096 28,786,813,758

(公財)日本食肉消費総合センター 0 0 0 0 0 0 0 1,939,642,920

(公財)日本食肉生産技術開発センター 0 0 0 17,310,464 △ 17,310,464 1,348,417,800 1,331,107,336 1,410,525,867

(公財)加古川食肉公社 0 0 0 0 0 0 0 1,295,762,862

(財)奈良県食肉公社 0 0 0 0 0 1,177,000,000    1,177,000,000    3,503,677,093

K=E+J

指定正味財産期
末残高

指定正味財産期
首残高

J=H+I

正味財産期末残高

I

D

その他の費用管理費

費用 費用の内訳

A C=A-B

H=F-G

収益

その他の収益

収益 収益の内訳

B

受取補助金等

受取補助金等

当期増減額

F

E=C+D

その他の収益

事業費

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

G

収益の内訳

名称

指定正味財産増減の部

費用等



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)

(一財)生物科学安全研究所 892,287,671 840,673,061 51,614,610

(公財)日本食肉流通センター 2,279,734,868 1,932,741,163 346,993,705

(公財)日本食肉消費総合センター 129,062,352 128,009,181 1,053,171

(公財)日本食肉生産技術開発センター 52,458,527 52,378,067 80,460

(公財)加古川食肉公社 185,240,487 191,305,960 △ 6,065,473

(財)奈良県食肉公社 399,668,158 433,544,343 △ 33,876,185

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




