
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 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 松尾誠之 小野寺仁 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 森本　勝 福井知克

(株)秋田県食肉流通公社 肉畜のと畜、解体 (常　勤) 田森洋道 中嶋洋文 中嶋　章 松田弘咲

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 伊藤富彦 藤木忠良 嵯峨峰芳 菅原博治

食肉及び副産物の加工並びに貯蔵販売 小松信一 小島武志 佐藤直人

(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 植松正美 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 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 市川　泰 清藤尚一 高橋　武 高橋勝幸

吉田昌弘 田宮則義 丹　俊一 小山壽夫

(株)群馬県食肉卸売市場 冷蔵冷凍保管業務 (常　勤) 須永博治 宮崎　純 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 橋場正和 狩野哲男 岸　良昌 小田部征一

食肉、食肉副生物、食肉加工品等の製造及び販売 桜井誉三 松本　博 齋藤　久 井田喜代治 高畑慶春 五味渕明

福田史郎 須藤英利 貫井孝道 山崎昭八

(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 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 功刀光紀

食肉市場の運営 渡辺富好 西島　隆 向山公夫 岩野秀夫 磯部芳彦

名称 業務の概要 役員の氏名
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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

食肉の加工処理 (以下非常勤) 佐野日出勇 高松　弘 高松弘三 柴田敏秋 朝野俊範

食肉の冷蔵保管 荒川清治 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) 中島　建 坂根國之 加藤富郎 田淵　要 福山　巌

副産物（原皮、内蔵、骨等）の処理、加工及び販売 安陪和美

(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 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 古川　巧 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 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 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 宮守志登士 田中祥三 篠籐英二

家畜の内臓処理及び販売 古茂田通

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 重川雄一 矢野清

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 清島和生

食肉の製造加工及び販売 (以下非常勤) 松村秀一 穴見盛雄 山本隆生 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 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 高山日出夫 阿南博文

髙田文義

(以下非常勤) 栗嶋正明 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 伊東伸一 廣瀨暢洋 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 畑中　修 増田明秀

食肉及び副産物の仕入、加工、販売 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 中平豊彦 森永利幸

新森雄吾 山崎政志 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 大塚孝一

坂元隆一郎
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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

(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 新牛込正俊 下大薗隆

豚の生産・販売 (以下非常勤) 長屋初男 中島　彪 松崎俊明 上野時義 宮脇幸一

橋口　彰 中平豊彦 栫　哲郎 白濱貫理 久徳信敏 末廣正仁

山田　榮 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) 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 砂川榮吉 酒井文雄 森田雅彦 長田　司 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 河口　建 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 　鈴木昱雄(元乳業部長) 片山　寛 松久浩二 船田為生

(以下非常勤) 森本　勝 小瀬　泰 西　一司 枳穀勝久 佐藤俊彰

阿戸正明 高石克己 石垣二三夫 林　譲二 大塚宏明 遠山　昇

有塚利宣 相澤昌幸 渡辺善隆 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 河村信幸 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 勝山達郎 古川　亨 谷内紀明

米田孝志 東　英一 田中雅晴 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 渡辺 岩 白戸　宏 庵原　稔

清涼飲料の製造及び販売 尾﨑眞一 山田博文 金光博隆 山口恒朗 桑鶴精二 頼藤哲也

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 大津英司 梅本一信 江口　健

乳製品の製造及び販売 鈴木功司 中西義春 清末真一

清涼飲料の製造及び販売 （非常勤） 安藤康宣 中村英範 宮尾美利 諌山文彦 畑尾常夫

志水　五 高山精二 今吉豊一郎 神田勇作 馬場陸之
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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 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 長谷川篤彦 前田昌子 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 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 鶉橋誠一 川合淳二 久保忠夫 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 　塚田幸雄(元理事) 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) 藤井　實　 小林喜一 赤保谷明正 石川　真 上野征洋

及び広報 　井田光之(現理事) 川合淳二 久保忠夫 成清一臣 平井 力

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 六車　守 肥後辰彦

(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 海内栄一 島賀哲夫 土屋雅義 寺内正光

　井田光之(現理事) 野澤眞一郎 羽根田實 藤井　實　 増田繁明

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 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 廣澤　隆 中尾政国

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) 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 福田将人 植田忠行

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 7,228,051,297 2,441,172,823 4,786,878,474 4,797,630,000

(株)秋田県食肉流通公社 1,820,558,068 607,522,042 1,213,036,026 1,319,700,000

(株)山形県食肉公社 3,876,531,215 1,436,045,105 2,440,486,110 2,827,880,000

(株)群馬県食肉卸売市場 4,468,947,298 1,428,683,773 3,040,263,525 1,188,630,000

(株)全日本農協畜産公社 621,911,670 207,525,175 414,386,495 400,000,000

(株)山梨食肉流通センター 957,974,020 875,680,326 82,293,694 420,000,000

(株)富山食肉総合センター 840,203,217 431,219,753 408,983,464 270,000,000

(株)鳥取県食肉センター 1,519,958,969 101,750,040 1,418,208,929 1,160,000,000

(株)島根県食肉公社 1,005,821,502 259,955,312 745,866,190 499,900,000

(株)香川県畜産公社 1,378,244,311 222,843,175 1,155,401,136 1,130,000,000

JAえひめアイパックス(株) 4,100,467,228 1,784,993,331 2,315,473,897 2,300,000,000

(株)熊本畜産流通センター 2,297,343,134 610,251,458 1,687,091,676 1,651,000,000

(株)大分県畜産公社 2,779,362,011 672,868,446 2,106,493,565 2,029,410,000

(株)ミヤチク 7,622,528,885 3,804,095,508 3,818,433,377 2,014,270,000

南九州畜産興業(株) 12,161,642,896 9,242,781,782 2,918,861,114 490,000,000

(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 3,381,173,822 2,008,080,941 1,373,092,881 1,327,292,000

よつ葉乳業(株) 46,993,212,048 24,578,332,025 22,414,880,023 3,100,000,000

北陸乳業(株) 727,942,897 548,066,164 179,876,733 167,200,000

四国乳業(株) 9,223,543,432 7,246,070,820 1,977,472,612 2,120,510,000

九州乳業(株) 23,589,366,874 20,246,510,618 3,342,856,256 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 6,892,921,947 232,140,223 134,736,039 △ 10,751,526

(株)秋田県食肉流通公社 7,535,542,341 31,067,358 12,773,059 △ 106,663,974

(株)山形県食肉公社 15,562,187,235 60,925,965 13,527,520 △ 1,166,571,834

(株)群馬県食肉卸売市場 17,796,824,909 195,917,642 107,511,534 146,060,525

(株)全日本農協畜産公社 1,815,272,584 2,350,692 2,643,110 14,386,495

(株)山梨食肉流通センター 4,904,582,897 30,367,800 31,451,508 △ 182,756,306

(株)富山食肉総合センター 348,460,373 41,234,862 68,016,547 137,351,093

(株)鳥取県食肉センター 1,517,619,260 △ 5,526,180 △ 5,805,460 28,208,929

(株)島根県食肉公社 3,587,886,988 37,541,454 35,890,955 8,297,824

(株)香川県畜産公社 594,899,137 28,682,769 12,603,707 2,601,136

JAえひめアイパックス(株) 4,174,371,637 △ 53,628,967 △ 40,952,713 14,526,103

(株)熊本畜産流通センター 7,543,538,724 4,944,270 2,370,583 36,091,676

(株)大分県畜産公社 6,908,678,695 51,402,122 15,773,932 77,083,565

(株)ミヤチク 45,558,185,823 353,740,453 176,903,104 249,163,377

南九州畜産興業(株) 53,997,141,149 236,658,162 92,577,924 112,061,114

(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 5,090,983,222 45,730,166 11,899,005 45,800,881

よつ葉乳業(株) 94,858,489,265 454,619,224 194,926,951 595,158,077

北陸乳業(株) 2,528,023,071 3,202,046 2,267,768 12,676,733

四国乳業(株) 21,814,322,508 △ 351,754,132 △ 389,889,422 △ 580,526,400

九州乳業(株) 20,850,455,087 84,165,647 △ 845,856,453 △ 1,091,507,371

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 2,826,124,238 691,553,339 2,134,570,899

(財)日本食肉流通センター 35,874,495,399 7,044,190,893 28,830,304,506

(財)日本食肉消費総合センター 2,167,266,335 224,158,061 1,943,108,274

(財)日本食肉生産技術開発センター 1,544,617,227 162,571,587 1,382,045,640

(財)加古川食肉公社 1,749,387,444 417,311,343 1,332,076,101

(財)奈良県食肉公社 4,794,164,874 46,997,725 4,747,167,149

正味財産名称 資産 負債
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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 1,424,528,304 97,382,646 1,327,145,658 1,354,574,204 1,101,163,647 253,410,557 0 69,954,100 106,081,696 176,035,796

(財)日本食肉流通センター 2,301,991,857 0 2,301,991,857 2,532,872,766 2,352,576,831 171,753,454 8,542,481 △ 230,880,909 △ 5,853,414,585 △ 6,084,295,494

(財)日本食肉消費総合センター 781,670,228 750,094,655 31,575,573 782,598,935 751,428,777 31,158,958 11,200 △ 928,707 58,286,891 57,358,184

(財)日本食肉生産技術開発センター 122,636,469 0 122,636,469 113,259,914 82,791,612 26,504,537 3,963,765 9,376,555 107,282,085 116,658,640

(財)加古川食肉公社 251,286,342 0 251,286,342 311,858,042 129,243,752 182,614,290 0 △ 60,571,700 1,392,647,801 1,332,076,101

（単位：円）

(財)畜産生物科学安全研究所 170,565,832 165,282,600 5,283,232 229,400,343 △ 58,834,511 2,054,996,420 1,996,161,909 2,172,197,705

(財)日本食肉流通センター 0 0 0 0 0 34,914,600,000 34,914,600,000 28,830,304,506

(財)日本食肉消費総合センター 40,188,715 40,145,000 43,715 438,625 39,750,090 1,846,000,000 1,885,750,090 1,943,108,274

(財)日本食肉生産技術開発センター 14,584,000 0 14,584,000 0 14,584,000 1,250,803,000 1,265,387,000 1,382,045,640

(財)加古川食肉公社 0 0 0 0 0 0 0 1,332,076,101

（単位：円）

名称

(財)奈良県食肉公社 17,754,617 15,000,000 2,754,517

K=E+J

増加額合計 減少額合計 当期正味財産増加額

G H=F-G I J=H+I

C=A-B D E=C+D

名称

指定正味財産増減の部

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

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 収益の内訳 費用

指定正味財産期末
残高

収益 収益の内訳

受取補助金等 その他の収益

F

A B

費用の内訳

受取補助金等 その他の収益 事業費 管理費 その他の費用
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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 1,624,037,099 1,634,412,288 △ 10,375,189

(財)日本食肉流通センター 2,316,282,057 2,232,674,288 83,607,769

(財)日本食肉消費総合センター 822,666,228 823,503,726 △ 837,498

(財)日本食肉生産技術開発センター 352,636,469 343,259,914 9,376,555

(財)加古川食肉公社 251,286,342 251,285,518 824

(財)奈良県食肉公社 192,486,666 187,542,999 4,943,667

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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