
経営概要書

法人名 株式会社 秋田県食肉流通公社 株２

代 表 者 名 佐々木富美雄 所 管 部 課 名 農林水産部　農畜産振興課
所　 在　 地 河辺町神内字堂坂２－１ 設 立 年 月 日 昭和５３年６月６日

【沿革､及び､県の出資理由】 【出資者】(１３年度末) (百万円、%)

区分 団体数 出資額 構成比
秋田県 1 445 33.8
市町村 69 16 1.2
その他 8 858 65.0
計 78 1,319 100.0

【事業】
①主たる業務 ②事業実績 (頭)

1,肉畜のと殺、解体。　2,枝肉及び副生物の買い 事業名等 １１年度 １２年度 １３年度
　取り並びに受託処理加工。 3,食肉及び副産物の 豚と畜頭数 147,265 144,388 143,759
　加工並びに貯蔵販売。4,前各号に付帯する一切 豚ｶｯﾄ頭数 67,032 59,593 68,640
　切の事業。5,加工品の製造販売に関する事業。

③１３年度事業概要、及び、１４年度事業計画・目標
1.平成13年度事業概要

豚と畜143,759頭、牛馬と畜5,399頭、豚ｶｯﾄ68,639頭、牛馬ｶｯﾄ1,271頭、枝肉・加工品販売高7,094百万円、総売上高7,507百万円

2.平成14年度事業概要
豚と畜145,000頭、牛馬と畜5,000頭、豚ｶｯﾄ70,000頭、牛馬ｶｯﾄ1,100頭、枝肉・加工品販売高5,900百万円、総売上高6,559百万円

【組織】
①運営機構 取締役会 ・総務部

株主総会 　　社長 副社長  専務 事業本部 ・販売部

監査役会 ・加工部

②役員数 (人) 　　　　③職員数 (人) ・製造部
取 締 役 監 査 役 正職員 24 正職員

常勤 3 1 内、県ＯＢ 平均年齢
内、県ＯＢ 出向職員 17 38.5歳

非常勤 8 2 内、県職員
内、県ＯＢ 臨時・嘱託 1 正職員
内、県職員 内、県ＯＢ 平均勤続年数

計 11 3 計 42 12.8年
内、県関係者 内、県関係者

【財務】
①損益状況(１３年度) (百万円)        ②財務状況(１３年度末) (百万円、%)

金 額 金 額 構 成 比
経常収入　　　　　 Ａ 7,512 流動資産 1,034 47.61

受託事業収入 　 379 固定資産 1,138 52.39
補助金収入 資産計 2,172 100.00
自主事業収入 7,094 流動負債 480 41.27
運用益収入 短期借入金 50 10.42
その他 39 固定負債 642 55.20

経常支出　　　　　　Ｂ 7,441 長期借入金 600 93.46
人件費 352 引当金等 41 3.53
その他 7,089 負債計 1,163 53.55

経常損益　 　　Ｃ＝Ａ－Ｂ 71 資本金 1,319 130.72
経常外収入 5 剰余金 -310 -30.72
経常外支出 53 資本計 1,009 46.45
当期損益 23 負債・資本計 2,172 100.00

【県の財政支出】 (千円)

１１年度 １２年度 １３年度

補助金 557,792 205,670 1,571 食肉処理施設等再編整備事業他

委託費

貸付残高

　秋田県における肉畜及び食肉流通の合理化を図
り、もって畜産農家の経営安定と県民生活の向上
に寄与する事を目的に、昭和53年6月6日に設立。
と畜という広域的かつ公共的な事業を行う会社で
あることから、県も出資した。

支出目的・対象事業概要等



　経営評価表

法人名 株式会社 秋田県食肉流通公社 株　２

【事業等の推移】(過去５年度)

百万円 千頭

．

【諸比率等】（１３年度) 【各評価項目レーダーチャート】

自己資本比率 46.47 ％

流動比率 215.08 ％

借入金返済年数 6.14 年

支払利息比率 0.13 ％

経常利益率 0.95 ％

総資本回転率 3.46 回

総資本利益率 3.30 ％

経常収入額 7,513,262 千円

事業量(豚と畜) 143,759 頭

管理費比率 4.39 ％

職員1人当り経常収入額 178,887 千円

人件費比率 99.05 ％

【経営概況、経営上の課題・問題点等】

【経営評価】

○畜産を取り巻く環境が厳しい中、２期連続の黒字決算は評価される。

Ⅰ概ね安定した経営内容         Ⅱ一層の努力を要する経営内容

○中期計画の着実な実施により累積損失の縮小に努めるとともに、売掛金等債権の管理に留意
する必要がある。
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　販売部門の強化、要員のスリム化等の大幅な経営改革により２期連続の黒字決算となった。
　今後、肉畜集頭数が減少傾向にある中、黒字体質が維持出来るよう中期計画に基づき健全な
  経営に努めて参ります。


