
財　　　　産　　　　目　　　　録

平成30年3月31日現在

科目 仞�ｧ｢�

資産の部 I流動資産 現金 ���CRﾃ3���円 462,863,735 ���

当座預金 ��#rﾃ�s�ﾃツ"�

普通預金 ���Rﾃ�s��

定期預金 ����ﾃ���ﾃ����

振替貯金 �2ﾃc�"ﾃ3c��

有価証券 ����ﾃS唐ﾃ����

未収格付手数料 �#�ﾃScbﾃ�sR�

未収証票代 �3�ﾃC�2�

未収依頼検査料 �#�ﾃ�s�ﾃ����

証票 �3#�ﾃ3���

仮払金 流動資産計 Ⅱ固定資産 建髄付属設備 �33Bﾃ�#r�

1,613,908 ��bﾃ�sRﾃ33��

機械装置 �3BﾃssB�

車繭運搬具 ��ﾃs�づCc��

器具備品 途ﾃcCづsCB�

ソフトウエア 固定資産計 資産合計 負債の部 I流動負債 未払金 迭ﾃ�c津C3b�

190,544 釘ﾃScRﾃ��"�478,939,066 

90,476,478 

未払法人税等 涛C�ﾃ����

未払消費税等 �"ﾃC�Rﾃ����

使受金 塔"ﾃSC��

職員預り金 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 涛3bﾃ����

85,911,476 塔Rﾃ���ﾃCsb�

正味財産 剴3モﾃCc"ﾃSモ�



貸　　借　　対　　照　　表

平成30年3月31日現在

科目 仞�ｧ｢�

I資産の部 1.流動資産 現金 ���CRﾃ3���円 462,863,735 ���Csづ�3津�cb�

預金 �3��ﾃンづC���

有価証券 ����ﾃS唐ﾃ����

未収格付手教科 �#�ﾃScbﾃ�sR�

未収証票代 �3�ﾃC�2�

未収依頼検査料 �#�ﾃ�s�ﾃ����

証票 �3#�ﾃ3���

仮抵金 流動資産計 2.固定資産 建物付属設備 �33Bﾃ�#r�

1,613,908 

16,075,331 

機械装置 �3BﾃssB�

車繭運搬具 ��ﾃs�づCc��

器具備品 途ﾃcCづsCB�

ソフトウエア 固定資産計 資産合計 Ⅱ負債の部 1.流動負債 未払金 迭ﾃ�c津C3b�

190,544 

4,565,002 

i 

90,476,478 

未払法人税等 涛C�ﾃ����

未払消費税等 �"ﾃC�Rﾃ����

使受金 塔"ﾃSC��

職員預り金 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 涛3bﾃ����

85,911,476 

85,911,476 

△7,014,950 

150,000,000 23,200,000 145,000,000 70,262,588 

388,462,588 

その他検査事業 純資産合計 都rﾃ#srﾃS3��

負債及び純資産合計 剴Csづ�3津�cb�



____二損_______益-____計　　算_　書

平成29年4月1日より

平成30年3月31日まで

1. JAS検査事業の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(△印　減　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 格付手数料収入 ������ﾃ�3�ﾃ����円 131,174,529 ���#�ﾃ�CBﾃS#��へや-コン類､熟成 JAS等 

認定手教料収入 田��ﾃ����604,740 ��#コﾃ#c��工場認定料 品質管理講習会 管 印刷工場登録料 

詞査手教科収入 �2ﾃ�3�ﾃ����3,268,800 ��#Sc�ﾃ#���

受講料収入 �2ﾃ3#�ﾃ����2,694,815 ��#c�#Rﾃ�コ�

証票代収入 �3��ﾃ����323,820 ��2ﾃ�#��

登録料収入 澱ﾃS��ﾃ����6,480,000 ��#3�ﾃ����

雑収入 田�ﾃ����126,014 田bﾃ��B�JASマーク送料等 

事業収入計 ��#RﾃsS�ﾃ����144,672,718 ��づ�#"ﾃs��� 

収入合計 ��#RﾃsS�ﾃ����144,672,718 ��づ�#"ﾃs��� 

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 �3s�ﾃ����260,300 ��#��津s���品質管理講習会 管 認定工場調査旅 費等 常艶役員分 

調査研究費 �3c�ﾃ����331,853 ��##づ�Cr�

研修会費 �"ﾃ�S�ﾃ����1,890,446 ��##S津SSB�

市販検査晶費 �#��ﾃ����230,453 ��#C津SCr�

検査用薬品費 ��ﾃSC�ﾃ����2,166,827 田#bﾃ�#r�

詞査旅費 �"ﾃ#c�ﾃ����1,993,287 ��##cbﾃs�2�

負担金 �3S�ﾃ����300,000 ��#S�ﾃ����

格付業務推進費 鉄�ﾃ����0 ��#S�ﾃ����

事業費計 2.人件費 役員報酬 途ﾃ3c�ﾃ������ﾃCsbﾃ����7,173,166 10,476,000 ��#�ッﾃ�3B���

給料.手当 鼎�ﾃc��ﾃ����38,079,865 ��#"ﾃS#�ﾃ�3R�職員分 職員分 

雑給 �"ﾃ�S�ﾃ����1,637,221 ��#S�"ﾃss��

賞与 ��Rﾃs��ﾃ����15,002,321 ��#c途ﾃcs��

職員厚生費 免ﾂﾃs3�ﾃ����ll,487,149 ��##C"ﾃゴ��法定福利費を含む 

交通費 ��ﾃS��ﾃ����1,321,922 ��#�sづ�s��

退職金 ���0 ���

退職給付費用 唐ﾃC��ﾃ����5,230,604 ��#2ﾃ#C津3澱�

人件費計 涛�ﾃc3bﾃ����83,235,082 ��#rﾃC��ﾃ����



科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

3.需要費 備品費 唐ﾃ����130,000 ��#"ﾃ����検査成績通知書等 倍室料､分析機 器l)-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����3,107,364 都�rﾃ3cB�

修繕費 ����ﾃ����343,230 ��c2ﾃ#3��

保守料 �2ﾃ�#Rﾃ����3,703,921 鉄sづ�#��

通信運搬費 塔S�ﾃ����825,542 ��##BﾃCS��

図書印刷費 ��ﾃ��づ����718,905 ��##ヲﾃ�迭�

水道光熱費 �"ﾃ�3�ﾃ����2,700,219 ��###津s���

賃借料 釘ﾃs��ﾃ����5,868,389 ��ﾃ�cづ3ヲ�

会議費 ��ﾃ�#�ﾃ����934,949 ��#�コﾃ�S��

業務委託費 塔�ﾃ����174,561 涛BﾃSc��

派遣社員委託費 釘ﾃS��ﾃ����2,464,641 ��#"ﾃ�3Rﾃ3S��

保険料 ���0 ���

種鋭公課 ���34,000 �3Bﾃ����

雑費 �"ﾃ都rﾃ����2,228,722 ��#sCづ#s��

減価償却費 �3#�ﾃ����135,948 ��#�ィﾃ�S"�

ソフト中エア償却費 ��ﾃ�c�ﾃ����1,154,074 ��#Rﾃ�#b�

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 �#Rﾃ3Sづ�����#2ﾃ3SBﾃ�����ﾃ���ﾃ����24,524,465 114,932,713 309,362 ��#�32ﾃS3R��#づC#�ﾃ#ビ��#c��ﾃc3��消費税 

貸倒金 ���0 ���

特別損失計 白ﾃ���ﾃ����309,362 ��#c��ﾃc3��

Ⅲ予備費 ��ﾃ3澱ﾃ����0 ��#�ﾃ3澱ﾃ����

Ⅳ法人税等 ���0 ���

支出合計 ��#RﾃsS�ﾃ����115,242,075 ��#��ﾃS�rﾃ�#R�

当期利益 ���29,430,643 �#津C3�ﾃcC2�

合計 ��#RﾃsS�ﾃ����144,672,718 ��づ�#"ﾃs���



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 ����ッﾃ���ﾃ����円 211,792,429 ���#Rﾃs�"ﾃC#��命令検査､依頼 検査等 

_受.講料収入 涛�づ����152,000 ��#sSbﾃ����

会費収入 �3��ﾃ����384,000 ��#bﾃ����

雑収入 �#C�ﾃ����8,704,884 唐ﾃCcBﾃャB�

事業収入計 ��ビﾃSCづ����221,033,313 �32ﾃCコﾃ3�2� 

Ⅱ事業外収入 受取利息 涛��ﾃ����1,065,999 ��cRﾃ涛�� 

事業外収入計 涛��ﾃ����1,065,999 ��cRﾂ纉湯� 

収入合計 ��モﾃCCづ����222,099,312 �32ﾃcS�ﾃ3�"� 

支出の部 I事業費及び-嬢管理費 1.事業費 宣伝費 �"ﾃ�cRﾃ����2,098,182 ��#cbﾃ����常勤役員分 

詞査研究費 ��ﾃ都づ����1,964,927 ��#�2ﾃ�s2�

研修会費 �#��ﾃ����340,907 田�ﾃ��r�

市販検査品費 ���0 ���

検査用薬品費 途ﾃ�#�ﾃ����8,992,199 ��ﾃ都"ﾃ�湯�

詞査旅費 ��ﾃ#��ﾃ����1,065,978 ��#�3Bﾃ�#"�

負担金 ��ﾃ��2ﾃ����1,066,000 ��#�rﾃ����

厚生事業費 ��S�ﾃ����261,546 ����ﾃ�SCb�

事業費計 2.人件費 役員報酬 ��2ﾃピbﾃ������ﾃCsbﾃ����15,789,739 10,476,000 ��ﾃ��2ﾃs3����

給料.手当 鼎�ﾃc��ﾃ����38,079,866 ��#"ﾃS#�ﾃ�3B�職員分 職員分 

雑給 �"ﾃ�S�ﾉIS��1,637,219 ��#S�"ﾃs���

賞与 ��Rﾃs��ﾃ����15,002,320 ��#c途ﾃc���

職員厚生費 免ﾂﾃs3�ﾃ����ll,487,177 ��##C"ﾃ�#2�法定福利費を含む 

交通費 ��ﾃS��ﾃ����1,321,941 ��#�sづ�S��

退職金 ���0 ���

退職給付費用 �"ﾃ�#�ﾃ����5,230,604 �2ﾃ���ﾃc�B�

人件費計 塔Bﾃ#sbﾃ����83,235,127 ��#�ﾃ�C�ﾃピ2�



科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

3.需要費 備品費 ��"ﾃ����136,981 ��#Bﾃ塔��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 生事業団等 賠償責任保険等 利子源泉税等 消費税 

消耗品費 ��Rﾃ�C�ﾃ����9,357,752 ��#Rﾃs�"ﾃ#C��

修繕費 ��ﾃ���ﾃ����2,658,435 都SづC3R�

保守料 澱ﾃS迭ﾃ����4,656,812 ��#�ﾃ�3づ�モ�

通信運搬費 �"ﾃ3s�ﾃ����2,201,614 ��#�cづ3ッ�

図書印刷費 涛�bﾃ����390,241 ��#S�RﾃsS��

水道光熱費 �"ﾃ�3�ﾃ����2,700,223 ��###津ssr�

賃借料 �#�ﾃ�3�ﾃ����22,463,615 ��ﾃS32ﾃc�R�

会議費 ��ﾃc��ﾃ����1,445,936 ��##3Bﾃ�cB�

業務委託費 ��#�ﾃ����197,144 都rﾃ�CB�

派遣社員委託費 ��2ﾃS��ﾃ����18,965,273 迭ﾃCcRﾃ#s2�

特詐権使用料 �#cRﾃ����230,468 ��#3BﾃS3"�

保険料 ��ﾃ�#�ﾃ����933,260 ��#ッﾃsC��

交際費 都��ﾃ����728,661 �#づcc��

租税公課 �3��ﾃ����661,246 �#s�ﾃ#Cb�

雑費 釘ﾃCsrﾃ����4,957,960 鼎��ﾃ田��

澱価償却費 唐ﾃc3�ﾃ����5,750,782 ��#"ﾃピ津#���

ソフトウエア償却費 �"ﾃ���ﾃ����2,086,750 ��##2ﾃ#S��

固定資産除却額 ���145,805 ��CRﾃ��R�

需要費計 事業費及び-嬢 管理費計 Ⅱ特別損失 雑損 塔2ﾃcsRﾃ�������ﾃ�#rﾃ����rﾃS��ﾃ����80,668,958 179,693,824 5,936,145 ��#2ﾃ��bﾃ�C"��#"ﾃ�32ﾃ�sb��#�ﾃSc2ﾃゴR�

貸倒金 ���0 ���

特別損失計 途ﾃS��ﾃ����5,936,145 ��#�ﾃSc2ﾃゴR�

Ⅲ予備費 ��#ピ津����0 塔s津����

Ⅳ法人税等 ���940,100 涛C�ﾃ����

支出合計 ��モﾃCCづ����186,570,069 ��#�ﾃピrﾃ�3��

当期利益 ���35,529,243 �3RﾃS#津#C2�

合計 ��モﾃCCづ����222,099,312 �32ﾃcS�ﾃ3�"�



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 ��CBﾃcs"ﾃs���221,033,313 �3cRﾃs�bﾃ�3��

(2)事業外収入 ���1,065,999 ��ﾃ�cRﾃ涛��

(3)特別収入 ���0 ���

収入合計 ��CBﾃcs"ﾃs���222,099,312 �3cbﾃss"ﾃ�3��

2.支出の部 (1)事業費 途ﾃ�s2ﾃ�cb�15,789,739 �#"ﾃ田"ﾃ��R�

(2)人件費 塔2ﾃ#3Rﾃ��"�83,235,127 ��cbﾃCs�ﾃ#���

(3)需要費 �#BﾃS#BﾃCcR�80,668,958 ���Rﾃ��2ﾃC#2�

(4)特別損失 �3�津3c"�5,936,145 澱ﾃ#CRﾃS�r�

(5)予備費 ���0 ���

(6)法人税等 ���940,100 涛C�ﾃ����

支出合計 ���Rﾃ#C"ﾃ�sR�186,570,069 �3��D繝�"ﾃ�CB�

当期利益 �#津C3�ﾃcC2�35,529,243 田Bﾃ鉄津ャb�

合計 ��CBﾃcs"ﾃs���222,099,312 �3cbﾃss"ﾃ�3��



附　属　明　細 書

｢一般社団法人及び-嬢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､滅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�5,772,265円 ��ﾃc�2ﾃ�����

機械装置 鼎湯ﾃ3��冷�464,526円 �3BﾃssH冷�

車輔運搬具 ��ﾃscrﾃ3�(冷�58,913円 ��ﾃs�づCc���

器具備品 ����ﾃ��BﾃS����92,355,775円 途ﾃcCづsCH冷�

ソフトウエア 唐ﾃ3��ﾃ#c�冷�3,240,824円 迭ﾃ�c津C3h冷�

計 ���rﾃ田rﾃc3H冷�101,892,303円 ��bﾃ�sRﾃ33�冷�

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ｯｮ4�ﾘｧ｢�当期末残高 

退職給付引当金 塔�ﾃ�S"ﾃツ���10,461,208円 釘ﾃs�"ﾃc��冷�85,911,476円 

平成30年5月

-嬢社団法人　食肉科学技術研究所


