
財　　　　産　　　　目　　　　録

平成29年3月31日現在

科目 仞�ｧ｢�

資産の部 I流動資産 現金 ���#"ﾃ#C"�円 384,841,316 ���

当座預金 都Bﾃ3湯ﾃンR�

普通預金 ���"ﾃCC2�

定期預金 ����ﾃ���ﾃ����

振替貯金 釘ﾃC��ﾃ�S��

有価証券 塔�ﾃS唐ﾃ����

未収格付手数料 ��bﾃ都�ﾃcsr�

未収証票代 ��2ﾃcs2�

未収依頼検査料 �#rﾃssBﾃscB�

証票 鼎#�ﾃs���

仮転金 流動資産計 Ⅱ固定資産 建物付属設備 ��#rﾃピ"�

1,916,978 �#"ﾃ�sづ3���

機械装置 鼎�ﾃS3b�

車繭運搬具 �"�

器具備品 免ﾂﾃ���ﾃS3B�

繰延資産 固定資産計 資産合計 負債の部 I流動負債 未捲金 唐ﾃ3��ﾃ#c��

25,500 �2ﾃ#cBﾃ�Sb���ﾃ�S"ﾃツ��406,919,626 

1 

83,416,924 

未i払消費税 �"ﾃ3�2ﾃ����

使受金 ���ﾃ�コ�

職員預り金 涛#BﾃSc��

法人税篭引当金 流動負債計 Ⅱ固定負債 退職給付引当金 固定負債計 負債合計 �����ﾃ�S"ﾃツ��

正味財産 剴3#2ﾃS�"ﾃs�"�



貸　　借　　対　　照　　表

平成29年3月31日現在

科目 仞�ｧ｢�

I資産の部 1.流動資産 現金 ���#"ﾃ#C"�円 384,841,316 ���C�bﾃ��津c#b�

預金 �#Sづ��2ﾃ3モ�

有価証券 塔�ﾃS唐ﾃ����

未収格付手教科 ��bﾃ都�ﾃcsr�

未収証票代 ��2ﾃcs2�

未収依頼検査料 �#rﾃssBﾃscB�

証票 鼎#�ﾃs���

仮払金 流動資産計 2.固定資産 建物付属設備 ��#rﾃピ"�

1,916,978 

22,078,310 

機械装置 鼎�ﾃS3b�

車軸運搬具 �"�

器具備品 免ﾂﾃ���ﾃS3B�

繰延資産 固定資産計 資産合計 Ⅱ負債の部 1.流動負債 未乾金 唐ﾃ3��ﾃ#c��

25,500 

3,264,056 

菓 

83,416,924 

未抵消費税 �"ﾃ3�2ﾃ����

使受金 ���ﾃ�コ�

職員預.り金 涛#BﾃSc��

法人税等引当金 流動負債計 2.固定負債 退職給付引当金 固定負債計 負債合計 Ⅲ純資産の部 1.基金 2.利益剰余金 (1)利益準備金 損失填補準備金 (2)その他利益剰余金 任意積立金 繰越利益剰余金 JAS検査事業 ���

80,152,868 

80,152,868 

△36,445,593 

150,000,000 22,200,000 135,000,000 16,302,702 

323,502,702 

その他検査事業 純資産合計 鉄"ﾃsCづ#迭�

負債及び純資産合計 剴C�bﾃ��津c#b�



損　　益　　計　　算　　書

平成28年4月1日より

平成29年3月31日まで

1. JAS検査事業の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(△印　絨　　無印　増)

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

収入の部 I事業収入 格付手敦料収入 ���湯ﾃ�c�ﾃ����円 104,981,936 ���Rﾃ�#�ﾃ�3b�ヘヾ-コン類､熟成 JAS等 

認定手数料収入 都��ﾃ����301,200 ��#Cモﾃ����工場認定料 品質管理講習会 等 印刷工場登録料 

調査手敦料収入 �2ﾃ�3�ﾃ����3,759,900 ��#�s�ﾃ����

受講料収入 �2ﾃ���ﾃ����3,178,703 ��ﾆﾂﾃ#途�

証票代収入 鼎S�ﾃ����297,900 ��#�S"ﾃ����

登録料収入 澱ﾃCS�ﾃ����6,840,000 �3��ﾃ����

雑収入 田�ﾃ����83,809 �#2ﾃ����JASマーク送料等 

事業収入計 ���Bﾃ�3�ﾃ����119,443,448 迭ﾃC�2ﾃCC�� 

収入合計 ���Bﾃ�3�ﾃ����119,443,448 迭ﾃC�2ﾃCC�� 

支出の部 I事業費及び一般管理費 1.事業費 規格証票印刷費 �33�ﾃ����266,630 ��#c2ﾃ3s��品質管理講習会 等 認定工場讃査旅 費等 常勤役員分 

詞査研究費 �3c�ﾃ����360,185 ��コ�

研修会費 �"ﾃ�S�ﾃ����1,724,396 ��#C#Rﾃc�B�

市販検査品費 �#��ﾃ����254,581 ��##RﾃC���

検査用薬品費 ��ﾃS��ﾃ����I,624,356 ��#Bﾃ3Sb�

詞査旅費 �"ﾃ#c�ﾃ����1,973,479 ��##ッﾃS#��

負担金 �3��ﾃ����300,000 ���

格付業務推進費 鉄�ﾃ����106,599 鉄bﾃS湯�

事業費計 2.人件費 役員報酬 途ﾃ#3�ﾃ������ﾃCsbﾃ����6,610,226 10,357,576 ��#c�津ssB��#��づC#B�

給料.手当 鼎�ﾃCS�ﾃ����37,516,591 ��#2ﾃ�32ﾃC���職員分 職員分 

雑給 澱ﾃ�S�ﾃ����4,955,865 ��#�ﾃ�釘ﾃ�3R�

賞与 ��bﾃ#��ﾃ����15,244,970 ��#鉄Rﾃ�3��

職員厚生費 ��Bﾃ3S�ﾃ����12,712,642 ��#�ﾃc3rﾃ3S��法定福利費を含む 

交通費 ��ﾃ���ﾃ����1,323,432 ��#SsbﾃSc��

退職金 ���0 ���

退職給付費用 釘ﾃイ�ﾃ����9,617,985 釘ﾃssrﾃ塔R�

人件費計 涛Rﾃ3cbﾃ����91,729,061 ��#2ﾃc3bﾃ�3��



科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

3.需要費 備品費 ���0 ���検査成績通知書等 倍室料､分析機 器が-ス料等 東京食品福祉厚 生事業団等 廃棄料等 

消耗品費 ��ﾃc��ﾃ����2,368,729 都cづs#��

修繕費 �#��ﾃ����472,581 �#s"ﾃS���

保守料 �"ﾃ�#"ﾃ����2,721,321 ��#���ﾃcs��

通信運搬費 ��ﾃ#�"ﾃ����797,380 ��#C釘ﾃc#��

図書印刷費 ��ﾃ�Cづ����717,796 ��#33�ﾃ#�B�

水道光熱費 �"ﾃ���ﾃ����2,076,829 ��#s#2ﾃ�s��

賃借料 ��ﾃ#c�ﾃ����6,690,576 迭ﾃC3�ﾃSsb�

会議費 ��ﾃ3#�ﾃ����1,494,550 ��sBﾃSS��

業務委託費 ��#�ﾃ����90,152 ��##津イ��

派遣社員委託費 ���0 ���

保険料 �#�ﾃ����0 ��##�ﾃ����

種税公課 �#�ﾃ����12,000 ��#づ����

雑費 ��ﾃC��ﾃc���1,690,994 �#�津3釘�

澱価償却費 ��s�ﾃ����166,845 ��#2ﾃ�SR�

繰延資産償却費 ��ﾃ�c�ﾃ����1,154,074 ��#Rﾃ�#b�

固定資産除却額 ���0 ���

需要費計 ��Rﾃ3�2ﾃc���20,453,827 迭ﾃ�C�ﾃ##r� 

事業費及び一般 管理費計 Ⅱ特別損失 雑損 ���rﾃ��津c����ﾃ���ﾃ����118,793,114 242,912 塔�2ﾃS�B��#sSrﾃ�モ�消費税 

貸倒金 ���0 ���

特別損失計 ��ﾃ���ﾃ����242,912 ��#sSrﾃ�モ�

Ⅲ予備費 ��#Bﾃピ津c���0 釘ﾃピ津c���

Ⅳ法人税等引当額 ���0 ���

支出合計 ���Bﾃ�3�ﾃ����119,036,026 迭ﾃ��bﾃ�#b�

当期利益 ���407,422 鼎�rﾃC#"�

合計 ���Bﾃ�3�ﾃ����119,443,448 迭ﾃC�2ﾃCC��



2.その他検査事業の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(△印　澱　　無印　増)

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

収入の部 I事業収入 依頼検査料収入 ���#�づ都�ﾃ����円 188,256,975 ����##�ﾃs�2ﾃ�#R�命令検査､依頼 検査等 

受講料収入 ��ﾃ���ﾃ����646,000 ��#C3Bﾃ����

会費収入 �3��ﾃ����384,000 ��#bﾃ����

雑収入 �#C�ﾃ����5,769,299 迭ﾃS#津#湯�

事業収入計 �#��ﾃc��ﾃ����195,056,274 ��#�Rﾃc#2ﾃs#b� 

Ⅱ事業外収入 受取利息 ��ﾃ���ﾃ����977,492 ��##"ﾃS��� 

事業外収入計 ��ﾃ���ﾃ����977,492 ��##"ﾃS��� 

収入合計 �#��ﾃc��ﾃ����196,033,766 ��#�RﾃcCbﾃ#3B� 

支出の部 I事業費及び一般管理費 1.事業費 宣伝費 �2ﾃ�SRﾃ����2,828,701 ��#3#bﾃ#湯�常勤役員分 

謂査研究費 ��ﾃゴbﾃ����2,102,565 �#CbﾃScR�

研修会費 �3#�ﾃ����255,354 ��#cBﾃcCb�

市販検査品費 ���0 ���

検査用薬品費 ���ﾃ�3�ﾃ����7,090,624 ��#"ﾃ�3津3sb�

調査旅費 ��ﾃ�C�ﾃ����1,193,265 ��S2ﾃ#cR�

負担金 ��ﾃ���ﾃ����1,004,000 ��#srﾃ����

厚生事業費 鉄�ﾃ����0 ��#S�ﾃ����

事業費計 2.人件費 役員報酬 ��rﾃS3"ﾃ������ﾃCsbﾃ����14,474,509 10,357,576 ��#2ﾃ�SrﾃC����#��づC#B�

給料.手当 鼎�ﾃCS�ﾃ����37,516,583 ��#2ﾃ�32ﾃC�r�職員分 職員分 

雑給 釘ﾃ3S�ﾃ����4,047,262 ��#3�"ﾃs3��

賞与 ��bﾃ#��ﾃ����15,244,970 ��#鉄Rﾃ�3��

職員厚生費 ��2ﾃcS�ﾃ����12,463,199 ��#�ﾃ�ッﾃ����法定福利費を含む 

交通費 ��ﾃ���ﾃ����1,588,279 ��#3��ﾃs#��

退職金 ���0 ���

退職給付費用 ��ﾃ#��ﾃ����9,617,984 唐ﾃC�rﾃ塔B�

人件費計 塔津#3bﾃ����90,835,853 ��ﾃS湯ﾃゴ2�



科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

3.需要費 備品費 ���258,999 �#Sづ涛��成績通知書等 倍室料､分析機 器リース料等 東京食品福祉厚 生事業団篭 賠償責任保険等 利子源泉税等 消費税 

消耗品費 ��"ﾃCSrﾃ����7,940,899 ��#BﾃS�bﾃ����

修繕費 ��ﾃ���ﾃ����2,093,416 ���2ﾃC�b�

保守料 澱ﾃ3�づ����4,070,872 ��#"ﾃ#Crﾃ�#��

通信運搬費 ��ﾃ�3づ����2,017,012 都津��"�

図書印刷費 涛澱ﾃ����562,713 ��#C32ﾃ#ビ�

水道光熱費 釘ﾃ#��ﾃ����3,115,253 ��#�ﾃ�ィﾃsCr�

賃借料 �#津c��ﾃ����21,667,073 ��#rﾃ鼎"ﾃ�#r�

会議費 ��ﾃ塔�ﾃ����2,136,570 ��SbﾃSs��

業務委託費 ����ﾃ����112,733 ��#crﾃ#cr�

派遣社員委託費 �#"ﾃ#��ﾃ����15,656,966 ��#bﾃSC2ﾃ�3B�

特詳権使用料 �#cRﾃ����223,323 ��#C�ﾃcsr�

保険料 ��ﾃ#��ﾃ����914,410 ��##迭ﾃS���

交際費 鉄��ﾃ����612,728 ���"ﾃs#��

租税公課 都��ﾃ����630,917 ��#�S津��2�

雑費 �"ﾃc�"ﾃC���4,804,050 �"ﾃ���ﾃcS��

醸価償却費 �"ﾃ���ﾃ����3,048,009 ��Cづ����

繰延資産償却費 ��ﾃ�3�ﾃ����2,105,291 ��sRﾃ#���

固定資産除却額 ���0 ���

需要費計 事業費及び一般 管理費計 Ⅱ特別損失 雑損 涛"ﾃ�sbﾃC����唐ﾃイBﾃC���rﾃS��ﾃ����71,971,234 177,281,596 4,424,880 ��##�ﾃ��Rﾃ�cb��##�ﾃSc"ﾃ��B��#2ﾃ�sRﾃ�#��

貸倒金 ���0 ���

特別損失計 途ﾃS��ﾃ����4,424,880 ��#2ﾃ�sRﾃ�#��

Ⅲ予備費 迭ﾃ33Rﾃc���0 ��#Rﾃ33Rﾃc���

Ⅳ法人税等引当額 ���0 ���

支出合計 �#��ﾃc��ﾃ����181,706,476 ��##津都2ﾃS#B�

当期利益 ���14,327,290 ��Bﾃ3#rﾃ#���

合計 �#��ﾃc��ﾃ����196,033,766 ��#�RﾃcCbﾃ#3B�



3.二事業合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(△印　澱　　無印　増)

科目 筈�8ﾉ�磯hｼb�その他検査事業 俘xﾇb�

1.収入の部 ���円 ���

(1)事業収入 ���津CC2ﾃCC��195,056,274 �3�BﾃC湯ﾃs#"�

(2)事業外収入 ���977,492 涛srﾃC�"�

(3)特別収入 ���0 ���

収入合計 ���津CC2ﾃCC��196,033,766 �3�RﾃCsrﾃ#�B�

2.支出の部 (1)事業費 澱ﾃc��ﾃ##b�14,474,509 �#�ﾃ�ィﾃs3R�

(2)人件費 涛�ﾃs#津�c��90,835,853 ���"ﾃScBﾃ��B�

(3)需要費 �#�ﾃCS2ﾃ�#r�71,971,234 涛"ﾃC#Rﾃ�c��

(4)特別損失 �#C"ﾃ��"�4,424,880 釘ﾃccrﾃs�"�

(5)予備費 ���0 ���

(6)法人税等引当額 ���0 ���

支出合計 ���津�3bﾃ�#b�181,706,476 �3��ﾃsC"ﾃS�"�

当期利益 鼎�rﾃC#"�14,327,290 ��Bﾃs3Bﾃs�"�

合計 ���津CC2ﾃCC��196,033,766 �3�RﾃCsrﾃ#�B�



附　属　明　細　書

｢一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則｣第33条に規定する決算報告に

関する附属明細書については以下のとおりである｡

1.固定資産の明細

固定資産の取得金額､絨価償却累計額等及び当期末残高は､次のとおりである｡

資産の種類 偃i;霎�ｧ｢�澱価償却累計額等 �9hｯｩih�8ﾘ"�

建物付属設備 途ﾃ3ッﾃ�s8冷�5,469,195円 ��ﾃ��bﾃ都���

機械装置 鼎湯ﾃ3��冷�458,764円 鼎�ﾃS3h冷�

車繭運搬具 �"ﾃ塔rﾃCC���2,987,447円 �(冷�

器具備品 涛津S�"ﾃs����87,702,185円 免ﾂﾃ���ﾂ經3H冷�

繰延資産 免ﾂﾃSc津c#X冷�3,259,365円 唐ﾃ3��ﾃ#c�冷�

計 ��#�ﾃ鉄Rﾃ#ch冷�99,876,956円 �#"ﾃ�sで6ﾆ�R�

2.引当金の明細

引当金の期首残高､当期増加額､当期澱少額及び当期末残高は､次のとおりである｡

科目 弍ｨ���8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�当期末残高 

退職給付引当金 都づ##�ﾃ#��冷�19,235,969円 ��rﾃ3�2ﾃ3��冷�80,152,868円 

平成29年5月

一般社団法人　食肉科学技術研究所


