
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 魚津明彦 西雪弘光 針生 久 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 小野寺仁 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 石田静夫 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 福井智克

(株)秋田県食肉流通公社 肉畜のと畜、解体 (常　勤) 田森洋道 加藤義康 中嶋　章 松田弘咲 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) 伊藤富彦 鎌田　正 田口 哲 鈴木　晃 菅原博治

食肉及び副産物の加工並びに貯蔵販売 高嶋一雄 小島武志 小野寺祐孝

(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 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 阿部憲一 安孫子昻也

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 松田　貢 大山幸雄 長澤　豊

今田正夫 青柳　忠 沼澤正信 清藤尚一 高橋　武 高橋勝幸

吉田昌弘 田宮則義 丹　俊一 細谷知行

(株)群馬県食肉公社 冷蔵冷凍保管業務 (常　勤) 狩野哲男 池田　満 日高正章

豚枝肉、牛枝肉、食肉副生物等の仕入 (以下非常勤) 奥木功男 小田部征一 萩原 勇 田中　修 桜井誉三

食肉、食肉副生物、食肉加工品等の製造及び販売 片貝太平 舩津保雄

(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 板垣道裕 佐藤 隆

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 西中啓二 山下伸吾 高橋俊英

畜産物の冷蔵保管

名称 業務の概要 役員の氏名
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(株)山梨食肉流通センター 家畜のと畜、解体 (常　勤) 堀井幸憲 平島勝教

食肉の処理、加工、販売 (以下非常勤) 望月三千雄 久保田精吾 貴志和男 横内正史 功刀光紀

食肉市場の運営 渡邊重一 日野原勉 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) 荒木正廣 上江崇春 高松弘三 江口龍男

食肉の加工処理 (以下非常勤) 佐野日出勇 高松　弘 寺林　敏 朝野俊範 中村芳則

食肉の冷蔵保管 塚原鐡二 家城 修造

(株)鳥取県食肉センター 家畜のと畜、解体 (常　勤) 小坪正一 近岡寿広

食肉の処理、加工及び販売 (以下非常勤) 竹中　登 中島 建 坂根國之 熊本繁美 山西 ・

副産物（原皮、内蔵、骨等）の処理、加工及び販売 田淵　要 福山　巌 川名敏夫 坂口千加弘

(株)島根県食肉公社 家畜の集荷 (常　勤) 安食政幸 渡部喜代男

家畜のと畜、解体 (以下非常勤) 江口博晴 勝部　誠 鈴木幸通 光吉　一 中村　俊

食肉の処理加工、販売 山縣秀基 加藤博樹 廣山勝秀 古川　巧 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 川原徳彦

部分肉の処理、加工、保管 (以下非常勤) 庵原　稔 野々瀬裕 松浦稔明 田辺　広 田井隆美

自社の敷地、建物、施設の管理運営 難波寛之 大西廣幸 山本春男 田中利文

JAえひめアイパックス(株) 家畜の処理・解体 (常　勤) 古角義勝 羽藤忠幸 宮守志登士 古茂田通 中川達也

家畜の内臓処理及び販売 田中祥三 篠藤英二

食肉加工品の製造及び販売 (以下非常勤) 重川雄一 上田宗徳 山崎輝男 梶谷明伸 和田正壽

林　正照

(株)熊本畜産流通センター 肉畜のと畜・解体 (常　勤) 永井富士雄 森﨑征夫

食肉の製造加工及び販売 (以下非常勤) 松村秀一 穴見盛雄 緒方 好秋 園田俊宏 大久保和也

内蔵など副産物の処理販売 吉田孝壽 中尾雄二 福村三男 糸岡敏治 山口友幸 清島和生

桑野惠然

(株)大分県畜産公社 食肉の製造及び販売 (常　勤) 樋口 健 清末眞一 髙田文義 甲斐健二 高山日出夫

山口睦生

(以下非常勤) 栗嶋正明 武田　寛 久保田竹次 元吉俊博 磯﨑賢治

芦刈幸雄 廣瀨暢洋 清田浩徳 辛島良治 森田克巳 佐藤　洋

秦野邦博

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

食肉及び副産物の仕入、加工、販売 (以下非常勤) 羽田正治 横山忠男 松田安廣 中平豊彦 森永利幸

食肉及び副産物の冷蔵、保管、輸送 新森雄吾 山崎政志 中村　優 金田清夫 黒木友徳 白坂幸則

沖田薫明 工藤富男 高山文雄 横山益夫
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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 山口 努 永野保任 鬼丸博文 畑中正巳

農産加工品の販売 南　光郎 諸留 貢

(以下非常勤) 仮屋基美 長屋初男 長友和美 池田 孝 土持正弘

鶉橋誠一 宗村純夫 前田二三夫

(株)JA食肉かごしま 牛・豚のと畜解体処理加工 (常　勤) 宮路義博 折小野學 下大園隆

豚の生産・販売 (以下非常勤) 長屋初男 上野時義 中島　彪 松崎敏明 中平豊彦

久徳信敏 末廣正仁 白濱貫理 宮脇幸一 井上吉偉 山田榮

栫　哲郎 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) 上間哲也 奥平明孝

家畜のと畜解体、処理加工 (以下非常勤) 瑞慶覧朝仁 赤嶺慶信 小橋川邦夫 砂川博紀 森田雅彦

食肉及び副産物の冷蔵保管 神里幸男 金城秀之 酒井文雄 砂川榮吉 仲田利美

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) 藤居　紘　 堀部一郎 平川正勝 冨山　享 河口　建

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 船田為生

(以下非常勤) 森本　勝 小瀬　泰 石田静夫 枳穀勝久 佐藤俊彰

高石克己 阿戸正明 白川　章 佐藤雅仁 髙杉國次 有塚利宣

相澤昌幸 小山章衛 山本勝博 髙橋勝義 本間義麿 藤山肇

佐藤裕司 遠藤秀孝 髙松正三 小瀬 泰 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 谷内紀明 古川　亨 米田孝志

東 英一 西村太助 岡田禮治

四国乳業(株) 牛乳の処理及び販売 (常　勤) 大塚潮治 倉田隆雄 阿部康弘

乳製品の製造及び販売 (以下非常勤) 金光博隆 渡辺 岩 白戸 宏 大野末友 山田博文

清涼飲料の製造及び販売 庵原　稔 古本  忠 尾﨑眞一 川渕正明 山岡洋一郎 藤田勝利

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

乳製品の製造及び販売 梅本一信 鈴木功司 中西義春 江里口久

清涼飲料の製造及び販売 (以下非常勤) 安藤康宣 中村英範 宮尾美利 諌山文彦 神田勇作
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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

技術の指導 (以下非常勤) 赤堀文昭 岩崎利郎 岡本雄平 長谷川篤彦 澤田拓士

実験動物としての家畜及び家禽の研究 前田昌子 藤村信雄 南波利昭 須永　祐

(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 山本達雄 遠藤節夫

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 伊藤研一 鶉橋誠一 福岡伊三夫 村井功誠

部分肉の流通の改善及び合理化のための調査研究等 　塚田幸雄(現理事) 川合淳二 小林喜一 成清一臣 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) 藤井　實　 平井 力 川合淳二 石川　真

及び広報 　塚田幸雄(現理事) 小林喜一 赤保谷明正 上野征洋 久保忠夫

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 成清一臣 六車　守

(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 石引敏之 海内栄一 島賀哲夫 土屋雅義

　塚田幸雄(現理事) 寺内正光 野澤眞一郎 羽根田實 藤井　實　

増田繁明 松本洋幸 吉村俊治 高橋　悟

(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 大本憲己 平井信正 岡本　茂 大貫和博

食肉卸売市場の開設 大濱　俊 青木秀太郎 桝尾　清 中尾徳広 中尾政国 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 中田喜高 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) 柿本善也 西尾哲夫 上田 　清 岡井康徳 杉村　昇

食肉市場の開設及び管理運営に関する事業 林　洋 滝川伸輔 竹村　潔 吉中　均 前田禎郎 上田直朗

治水、環境対策に関する事業 橋本弘隆 福西　力

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、負債及び資本の額 (単位：円)

うち資本金

関連会社

(株)北海道畜産公社 7,227,566,401 2,575,423,966 4,652,142,435 4,797,630,000

(株)秋田県食肉流通公社 1,935,260,448 734,997,481 1,200,262,967 1,319,700,000

(株)山形県食肉公社 3,830,869,069 1,403,910,479 2,426,958,590 2,827,880,000

(株)群馬県食肉公社 2,203,236,258 1,056,548,301 1,146,687,957 940,000,000

(株)全日本農協畜産公社 660,407,566 248,664,181 411,743,385 400,000,000

(株)山梨食肉流通センター 1,076,208,291 1,053,996,105 22,212,186 420,000,000

(株)富山食肉総合センター 827,267,622 486,300,705 340,966,917 270,000,000

(株)鳥取県食肉センター 1,554,479,017 130,464,628 1,424,014,389 1,160,000,000

(株)島根県食肉公社 953,136,355 243,161,120 709,975,235 499,900,000

(株)香川県畜産公社 1,369,728,698 226,931,269 1,142,797,429 1,130,000,000

JAえひめアイパックス(株) 4,403,811,978 2,047,385,368 2,356,426,610 2,300,000,000

(株)熊本畜産流通センター 2,218,139,757 533,418,664 1,684,721,093 1,651,000,000

(株)大分県畜産公社 2,622,560,158 531,840,525 2,090,719,633 2,029,410,000

(株)ミヤチク 7,272,708,480 3,630,897,650 3,641,810,830 2,014,270,000

南九州畜産興業(株) 12,643,256,623 9,816,973,433 2,826,283,190 490,000,000

(株)JA食肉かごしま 6,642,871,546 5,326,193,248 1,316,678,298 452,000,000

(株)沖縄県食肉センター 3,252,321,534 1,891,127,658 1,361,193,876 1,327,292,000

よつ葉乳業(株) 58,339,734,724 36,121,549,845 22,218,184,879 3,100,000,000

北陸乳業(株) 793,965,082 616,356,117 177,608,965 167,200,000

四国乳業(株) 9,728,684,965 7,359,374,997 2,369,309,968 2,120,510,000

九州乳業(株) 24,232,631,231 20,043,918,922 4,188,712,309 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、当期損益及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額　　 　　（単位：円）

関連会社

(株)北海道畜産公社 7,069,714,893 326,865,840 186,785,356 △ 145,487,565

(株)秋田県食肉流通公社 7,742,254,825 53,779,164 26,576,903 △ 119,437,033

(株)山形県食肉公社 13,953,784,955 28,656,327 7,681,099 △ 1,182,903,215

(株)群馬県食肉公社 14,217,479,946 114,740,565 △ 3,615,973 16,687,957

(株)全日本農協畜産公社 1,952,625,897 10,652,201 754,359 11,743,385

(株)山梨食肉流通センター 447,598,625 △ 23,305,979 △ 15,698,385 △ 397,787,814

(株)富山食肉総合センター 345,207,566 41,730,466 69,334,546 69,334,546

(株)鳥取県食肉センター 1,358,781,989 9,283,679 562,501 34,014,389

(株)島根県食肉公社 3,428,883,258 △ 32,840,870 △ 28,324,370 △ 27,593,131

(株)香川県畜産公社 558,280,854 19,387,955 12,052,549 △ 10,002,571

JAえひめアイパックス(株) 3,803,588,062 19,895,396 4,680,070 26,426,610

(株)熊本畜産流通センター 6,354,105,965 29,677,799 14,234,636 33,721,093

(株)大分県畜産公社 6,862,230,526 32,237,560 17,739,898 61,309,633

(株)ミヤチク 43,738,788,919 406,333,314 197,789,653 272,540,830

南九州畜産興業(株) 53,388,046,059 282,278,659 99,238,515 119,483,190

(株)JA食肉かごしま 42,328,744,406 161,718,344 39,131,228 50,178,298

(株)沖縄県食肉センター 5,117,372,551 42,257,220 10,679,548 33,901,876

よつ葉乳業(株) 90,413,790,337 230,860,830 38,571,436 510,231,126

北陸乳業(株) 2,237,140,745 5,068,977 3,822,205 10,408,965

四国乳業(株) 22,720,402,178 △ 11,668,817 3,332,232 △ 190,636,978

九州乳業(株) 20,607,280,085 41,931,149 11,305,807 △ 245,651,318

名称
未処分利益               (未

処理損失)
当期純利益

(当期純損失)
営業収入(総売上高) 経常損益
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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 3,082,689,053 921,610,937 2,161,078,116

(財)日本食肉流通センター 36,236,424,960 7,175,239,545 29,061,185,415

(財)日本食肉消費総合センター 2,318,772,658 414,485,767 1,904,286,891

(財)日本食肉生産技術開発センター 1,458,553,350 100,468,265 1,358,085,085

(財)加古川食肉公社 1,901,525,664 508,877,863 1,392,647,801

(財)奈良県食肉公社 4,789,399,848 44,987,216 4,744,412,632

正味財産名称 資産 負債

44



イ　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 1,326,547,520 1,288,118,506 38,429,014

(財)日本食肉流通センター 2,481,068,253 2,655,517,572 △ 174,449,319

(財)日本食肉消費総合センター 907,571,862 905,973,221 1,598,641

(財)日本食肉生産技術開発センター 161,995,694 153,796,548 8,199,146

(財)加古川食肉公社 250,515,723 281,481,913 △ 30,966,190

(財)奈良県食肉公社 488,693,013 498,712,263 △ 10,019,250

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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