
経営概要書

法人名：

１ 法人の概要

２　H27年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(H28.7.1現在)　 (単位:人) ②職員数(H28.4.1現在) (単位:人)

正職員

常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （H27年度） 出向職員 歳

内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年

内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （H27年度）

計 （H27年度） 内、県関係者 千円

内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成26年度 平成27年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失）
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５ 県の財政的関与の状況  (単位:千円)

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

区　分

所在地 秋田市河辺神内字堂坂2-1 設立年月日 昭和53年6月6日
電話番号 018-882-2161 ホームページ http://www.akitasmile.com/

設立目的
秋田県における肉畜及び食肉流通の合理化を図り、もって畜産農家経済の発展と県民生活の向上に寄与するこ
とを目的に設立

事業概要
①肉畜の集荷、と殺、解体　②枝肉及び副産物の買い取り並びに受託処理加工　③食肉及び副生物の加工並び
に貯蔵販売　④前各号に付帯する一切の事業

28.7%

事業に関連する
法令、県計画

と畜場法、食品衛生法

生産体制の見直しをした大型養豚場があり、と畜及びカット頭数が事業目標を下回る結果となった。また、収益については処理頭数が一昨年並
に回復したことと、原油安により光熱費が前年度比16,000千円以上の減となったことなどから、27年度事業実績は当期純利益23,801千円となっ
た。一方、施設整備においては、県の支援により汚泥等減量化施設や防火貯水槽、と畜処理機械等の整備・改修を行った。

項　目 区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

－

株式会社　秋田県食肉流通公社 （株１２）

代表者職氏名 代表取締役　土田　正広 所管部課名 農林水産部畜産振興課

合計 1,319,700 100.0%

独立行政法人農畜産業振興機構 320,000 24.2%
その他２５市町村４団体 175,500 13.3%

主な出資
（出捐）者

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 445,710 33.8%
全国農業協同組合連合会 378,490

カット頭数（豚換算：頭）
目標 89,500 91,000 92,500 92,000
実績 89,868 85,461 89,748 －

と畜頭数（豚換算：頭）
目標 180,450 181,600 182,750 180,000
実績 181,440 170,528 180,301

顧客満足度指数
目標 87 87 90 90
実績 88 92 83 －

取締役 監査役
役員報酬

区　分 H27 H28
正職員

3 3 1 1

H27 H28 H27 H28 51 55

41

4

1 1 2 2

59 61

15.9

59

7 7 2 2 6 4

4,053

1 1 6,585

10 10 3 3

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度

6 6

平成27年度
8,572,515 9,089,525 878,451 937,589
8,195,116 8,633,462 677,953 765,822

377,399 456,063 1,556,404 1,703,411
379,122 423,521 158,912 184,261

12,140 14,930 97,120
223 1,060 283,815 407,020

332,451 352,460 17,160
△ 1,723 32,542 124,903 222,759

112,250 1,272,589 1,296,391
11,821 22,641 1,556,404 1,703,411

10,194 46,412 1,319,700 1,319,700
129 112,280 △ 47,111 △ 23,309

項　目 算　式 平成26年度 平成27年度 H26-27増減※

100.1% 100.5% 0.4

△ 1,498 23,801

退職給与引当状況
要支給額 引当額 引当率(%)

194,524 92,175 47.4%

区　分 平成26年度 平成27年度 支出目的・対象事業概要等

552.8% 508.8% △ 44.0
81.8% 76.1% △ 5.7

－ 8.8% －

年度末
残高

年間
支出

133,655 食肉流通体制強化事業、秋田のﾌﾟﾚﾐｱﾑ農産物・加工品販売促進事業費補助金他

3,078 3,078 秋田県産牛肉の放射性物質検査に係るｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ等業務委託他
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況B A B B

依然として、累積債務はあ
るものの、解消に向かって
いる。老朽化施設の整備改
修を進めるとともに、経費
を細かく管理しながら、引
き続き累積債務の解消を着
実に進めていくことが求め
られる。

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

・衛生的で安全・安心な食肉の提供に継続して取り組んだ。
・適切な組織体制の維持に取り組んだ。
・豚の伝染病（PED）の影響で落ち込んだ処理及び販売頭数の改善に向けて、集荷頭数の確保に重点的に取り組んだ。
・県との連携による計画的な施設整備に取り組んだ。

A

27年度の当期純利益23百万円に
より、累積損失が23百万円に半
減するなど、行動計画に掲げた
累積債務の解消は着実に進んで
いる。

・前年に比べ処理頭数が増加したことなどにより売上高は増加しており、費用は原油安により光熱費が安く
なったことから減少し、結果として当期純利益23,801千円計上している。
・利益剰余金は平成28年3月末で△23,309千円と繰越欠損であるが徐々に解消に向かっている。

B

三セクの行動計画では、
設立支援（出資）の目的
を既に達成し非三セク化
を目指す法人に位置付け
られているが、と畜場法
に基づくと畜場として、
公衆衛生に一定の役割を
持つことから、引き続
き、衛生的で安全・安心
な食肉を提供していくこ
とが求められる。

A

適切であると認められ
る。

B

と畜頭数、カット頭数等目
標には達しなかったもの
の、前年より増加してい
る。引き続き、安定した集
荷頭数確保のための取組が
期待される。 B

B

全県の畜産農家が生産した
牛・豚のと畜・解体を行
い、県民を始めとする消費
者に衛生的で安全・安心な
食肉を提供するという広域
性・公共性の高い役割を担
うとともに、秋田牛ブラン
ドの推進など、県の畜産振
興施策を具現化する重要な
パートナーである。

A

事業の執行に必要な常勤の
役員・職員が確保されてい
るとともに、取締役会の適
正な開催を始め、安定した
法人運営に必要な組織体制
は十分に整備されている。 B

県内の家畜飼養頭数や食肉の需
給・相場の動向を把握・分析し
た上で、処理頭数等について、
適切に目標を設定しており、27
年度については、事業目標を概
ね達成している。

株式会社 秋田県食肉流通公社 （株１２）

牛肉・豚肉共に例年にない
高値相場が続き大変厳しい
販売環境であったが、流通
販売業者や関係団体等の尽
力と協力のおかげで、集
荷・販売とも総じて順調な
展開となった。

A

と畜処理頭数が一昨年並に
回復したことに加え、原油
安により光熱費の費用が圧
縮されたことや販売部門の
収益改善が図られたこと
で、単年度2,380万円の当期
純利益を計上し、累積欠損
金が前年度の半分以下と
なった。

A

食の安全・安心を確保す
ると共に、「秋田牛」等
を始めとする県産ブラン
ド食肉の販売対策に重点
的に取り組み、本県畜産
振興を牽引する主導的役
割を果たしてきた。

A

会社法に遵守した組織体
制（取締役会・監査役
会・会計監査人）となっ
ている。内部監査を充実
させ法令遵守に努める体
制作りに着手する。 A
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