
財　　　　産　　　　目　　　　録

平成31年3月31日現在

科目 仞�ｧ｢�

資産の部 I流動資産 現金 ����Cづ3s��円 478,922,242 ���

当座預金 ����ﾃSS�ﾃss��

普通預金 ��#rﾃ��B�

定期預金 ����ﾃ���ﾃ����

振替貯金 迭ﾃCCbﾃ�コ�

有価証券 ��C�ﾃS唐ﾃ����

未収格付手数料 ��津#cbﾃ�sR�

未収証票代 免ﾂﾃ#途�

未収依頼検査料 �#�ﾃ3cBﾃ3�B�

証票 �3#bﾃ3#R�

仮払金 流動資産計 Ⅱ固定資産 建物付属設備 塔2ﾃ����

5,788,977 �#Rﾃ��津都r�

機械装置 �#津�3r�

車輌運搬具 �"ﾃ3�"ﾃcc��

器具備品 ��Rﾃss津ャ2�

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 ��ﾃ�#づc�"�

250,202 免ﾂﾃC�津����504,742,219 

菓 

105,510,864 

未払法人税等 湯ﾃ�Crﾃc���

未払消費税等 涛�bﾃS���

仮受金 ��#rﾃ�モ�

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srﾃc���

94,101,784 涛Bﾃ���ﾃsィ�

正味財産 剴3湯ﾃ#3�ﾃ3SR�



貸　　借　　対　　照　　表

平成31年3月31日現在

科目 仞�ｧ｢�

I資産の部 1.流動資産 現金 ����Cづ3s��円 478,922,242 ���S�BﾃsC"ﾃ#���

預金 �#途ﾃ�#Bﾃsc��

有価証券 ��C�ﾃS唐ﾃ����

未収格付手数料 ��津#cbﾃ�sR�

未収証票代 免ﾂﾃ#途�

未収依頼検査料 �#�ﾃ3cBﾃ3�B�

証票 �3#bﾃ3#R�

仮払金 流動資産計 2.固定資産 建物付属設備 塔2ﾃ����

5,788,977 

25,819,977 

機械装置 �#津�3r�

車輌運搬具 �"ﾃ3�"ﾃcc��

器具備品 ��Rﾃss津ャ2�

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 ��ﾃ�#づc�"�

250,202 

ll,409,080 

音 

105,510,864 399,231,355 

未払法人税等 湯ﾃ�Crﾃc���

未払消費税等 涛�bﾃS���

仮受金 ��#rﾃ�モ�

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srﾃc���

94,101,784 △2,470,415 

94,101,784 150,000,000 25,200,000 203,000,000 21,031,355 

その他検査事業 純資産合計 �#2ﾃS��ﾃss��

負債及び純資産合計 剴S�BﾃsC"ﾃ#���



損　　益　　計　　算　　書

平成30年4月1日より

平成31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 �����2ﾃ3#�ﾃ����円 127,760,057 ����BﾃCC�ﾃ�Sr�A.'-コン類､熟成 JAS等 

認定手数料収入 �3��ﾃ����405,066 ���Rﾃ�cb�工場認定料 品質管理講習会 等 印刷工場登録料 

調査手数料収入 �2ﾃs��ﾃ����3,465,434 ��##3BﾃScb�

受講料収入 �"ﾃ���ﾃ����3,022,852 ��#"ﾃゴ"�

証票代収入 �#s�ﾃ����276,140 澱ﾃ�C��

登録料収入 澱ﾃCS�ﾃ����6,990,000 鉄C�ﾃ����

雑収入 田��ﾃ����45,820 ��#c3Bﾃ����JASマーク送料等 

事業収入計 ��#rﾃc#�ﾃ����141,965,369 ��Bﾃ3CRﾃ3c�� 

収入合計 ��#rﾃc#�ﾃ����141,965,369 ��Bﾃ3CRﾃ3c�� 

支出の部 I事業費及び一般管理費 I.事業費 規格証票印刷費 �33�ﾃ����206,775 ��#�#2ﾃ##R�品質管理講習会 等 認定工場調査旅 費等 常勤役員分 

調査研究費 �3c�ﾃ����364,000 釘ﾃ����

研修会費 �"ﾃ���ﾃ����2,027,070 ��#�"ﾃ�3��

市販検査品費 �#��ﾃ����213,674 ��#cbﾃ3#b�

検査用薬品費 �"ﾃ3��ﾃ����I,807,249 ��#C�"ﾃsS��

調査旅費 ��ﾃ涛�ﾃ����2,250,848 �#c�ﾃイ��

負担金 �3S�ﾃ����300,000 ��#S�ﾃ����

格付業務推進費 鉄�ﾃ����236,807 ��ッﾃ��r�

事業費計 2.人件費 役員報酬 途ﾃss�ﾃ�����"ﾃ#S�ﾃ����7,406,423 ll,446,750 ��#3c2ﾃSsr��#��2ﾃ#S��

給料.手当 �3津c��ﾃ����38,557,516 ��#�ﾃ�C"ﾃCィ�職員分 職員分 

雑給 �2ﾃ���ﾃ����4,350,091 白ﾃ#S�ﾃ����

賞与 ��RﾃS��ﾃ����15,014,690 ��#Cコﾃ3���

職員厚生費 免ﾂﾃ3S�ﾃ����12,391,154 ��ﾃ�C�ﾃ�SB�法定福利費を含む 

交通費 ��ﾃSS�ﾃ����1,571,468 �#�ﾃCc��

退職給付費用 人件費計 迭ﾃ3��ﾃ����モﾃcS�ﾃ����5,707,654 89,039,323 鼎�rﾃcSB�3ヲﾃ3#2�



科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

3.需要費 備品費 唐ﾃ����405,000 �3途ﾃ����検査成績通知書等 倍室料､分析機 器リース料等 東京食品福祉厚 生事業団等 控除対象外消費 税等 

消耗品費 �"ﾃ#S�ﾃ����3,454,931 白ﾃ#�Bﾃ�3��

修繕費 ����ﾃ����1,046,360 塔cbﾃ3c��

保守料 �"ﾃツRﾃ����5,469,556 �"ﾃc�BﾃSSb�

通信運搬費 塔S�ﾃ����869,371 ��津3s��

図書印刷費 白ﾃ��づ����682,679 ��#3#Rﾃ3#��

水道光熱費 �"ﾃ�3�ﾃ����3,011,422 塔�ﾃC#"�

賃催料 澱ﾃ#��ﾃ����7,109,484 涛�津Cィ�

会議費 ��ﾃ3#�ﾃ����1,096,238 ��###2ﾃsc"�

業務委託費 塔�ﾃ����139,991 鉄津涛��

派遣社員委託費 唐ﾃC��ﾃ����7,277,775 ��#�ﾃ�#"ﾃ##R�

保険料 ���0 ���

租税公課 ���379,341 �3s津3C��

雑費 �2ﾃ�#"ﾃ����2,143,616 ��#ピづ3ィ�廃棄料等 廃棄 

減価償却費 �#��ﾃ����1,912,399 白ﾃs�"ﾃ3湯�

ソフトウエア償却費 需要費計 事業費及び一般 管理費計 Ⅱ特別損失 固定資産除却損 ��ﾃ�c�ﾃ����3�ﾃCs2ﾃ�����#bﾃン2ﾃ������I,154,074 36,152,237 132,597,983 1 ��#Rﾃ�#b�Rﾃcs津#3r�Rﾃs�Bﾃ塔2���

雑損 鉄��ﾃ����0 ��#S��ﾃ����

特別損失計 鉄��ﾃ����1 ��#C湯ﾃ涛��

Ⅲ予備費 �##rﾃ����0 ��###rﾃ����

Ⅳ法人税等 ���4,822,850 釘ﾃ�#"ﾃゴ��

支出合計 ��#rﾃc#�ﾃ����137,420,834 湯ﾃ���ﾃ�3B�

当期利益 ���4,544,535 釘ﾃSCBﾃS3R�

合計 ��#rﾃc#�ﾃ����141,965,369 ��Bﾃ3CRﾃ3c��



2･その他検査事業の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(△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 依頼検査料収入 受講料収入 ����途ﾃ#��ﾃ������3��ﾃ����円 189,087,320 0 ����#づ�#"ﾃc�����命令検査､依頼 検査等 

会費収入 �384,000 ��#bﾃ����

雑収入 �"ﾃsC�ﾃ����13,181,744 ���ﾃCC�ﾃsCB�

事業収入計 �#��ﾃ3C�ﾃ����202,653,064 �"ﾃ3�2ﾃ�cB� 

Ⅱ事業外収入 受取利息 涛��ﾃ����1,265,821 �3cRﾃ�#�� 

事業外収入計 涛��ﾃ����1,265,821 �3cRﾃ�#�� 

収入合計 �#��ﾃ#C�ﾃ����203,918,885 �"ﾃcsづャR� 

支出の部 I事業費及び一般管理費 1.事業費 宣伝費 �"ﾃ#��ﾃ����2,265,629 ��##Bﾃ3s��常勤役員分 

調査研究費 �"ﾃCs�ﾃ����4,611,560 �"ﾃ�C�ﾃSc��

研修会費 ����ﾃ����173,199 ��#�bﾃ����

市販検査品費 ���0 ���

検査用薬品費 湯ﾃ���ﾃ����9,240,413 ��#SS津Sビ�

調査旅費 ��ﾃ���ﾃ����1,311,332 �3��ﾃ33"�

負担金 ��ﾃ��2ﾃ����1,064,000 ��#�津����

厚生事業費 ����ﾃ����0 ��#���ﾃ����

事業費計 2.人件費 役員報酬 ��bﾃ�32ﾃ�����"ﾃ#S�ﾃ����18,666,133 ll,446,750 ��ﾃs32ﾃ�32��#��2ﾃ#S��

給料.手当 �3津c��ﾃ����38,557,516 ��#�ﾃ�C"ﾃCィ�職員分 職員分 

雑給 �2ﾃ���ﾃ����4,350,100 ��ﾃ#S�ﾃ����

賞与 ��RﾃS��ﾃ����15,014,690 ��#Cコﾃ3���

職員厚生費 免ﾂﾃ3S�ﾃ����12,400,966 ��ﾃ�S�ﾃ田b�法定福利費を含む 

交通費 ��ﾃSS�ﾃ����1,601,488 鉄�ﾃCモ�

退職給付費用 人件費計 迭ﾃ3��ﾃ����モﾃcS�ﾃ����5,707,654 89,079,164 鼎�rﾃcSB�C#津�cB�



科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

3.需要費 備品費 ��"ﾃ����92,000 塔�ﾃ����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 控除対象外消費 税等 廃棄 

消耗品費 ��RﾃCC�ﾃ����8,651,533 ��#bﾃsモﾃCcr�

修繕費 釘ﾃSs�ﾃ����3,292,888 ��#�ﾃ#srﾃ��"�

保子守料 迭ﾃSコﾃ����6,265,387 田��ﾃ3ビ�

通信運搬費 �"ﾃS��ﾃ����2,714,913 ��#Bﾃ��2�

図書印刷費 涛3rﾃ����510,653 ��#C#bﾃ3Cr�

水道光熱費 �"ﾃ�3�ﾃ����3,011,418 塔�ﾃC���

賃催料 �#Rﾃ���ﾃ����22,498,957 ��#"ﾃc��ﾃ�C2�

会議費 ��ﾃ塔�ﾃ����1,684,448 ��##迭ﾃSS"�

業務委託費 ��#�ﾃ����158,977 �3づ都r�

派遣社員委託費 ��rﾃ���ﾃ����14,867,535 ��#"ﾃ#3"ﾃCcR�

特許権使用料 �#cRﾃ����217,962 ��#Crﾃ�3��

保険料 ��ﾃ�#�ﾃ����965,490 ��#SBﾃS���

交際費 都��ﾃ����817,388 ���rﾃ3モ�

租税公課 �3#�ﾃ����7,111,107 澱ﾃs��ﾃ��r�

雑費 迭ﾃ�#"ﾃ����5,120,910 ��#���ﾃ����

減価償却費 釘ﾃs��ﾃ����5,058,189 �#sづ�ヲ�

ソフトウエア償却費 需要費計 事業費及び一般 管理費計 Ⅱ特別損失 固定資産除却損 �"ﾃ���ﾃ������ﾃSc�ﾃ�����途ﾃ�CBﾃ������2,086,750 85,126,505 192,871,802 1 ��##2ﾃ#S���#bﾃC3BﾃC迭��#Bﾃ#s"ﾃ�唐���

雑損 釘ﾃ���ﾃ����0 ��#Bﾃ���ﾃ����

特別損失計 釘ﾃ���ﾃ����1 ��#2ﾃ涛津涛��

Ⅲ予備費 涛bﾃ����0 ��#澱ﾃ����

Ⅳ法人税等 ���4,822,850 釘ﾃ�#"ﾃゴ��

支出合計 �#��ﾃ#C�ﾃ����197,694,653 ��#2ﾃSCRﾃ3Cr�

当期利益 ���6,224,232 澱ﾃ##Bﾃ#3"�

合計 �#��ﾃ#C�ﾃ����203,918,885 �"ﾃcsづャR�



3.二事業合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(△印　減　　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 ��C�ﾃ田Rﾃ3c��202,653,064 �3CBﾃc�づC32�

(2)事業外収入 ���1,265,821 ��ﾃ#cRﾃ�#��

(3)特別収入 ���0 ���

収入合計 ��C�ﾃ田Rﾃ3c��203,918,885 �3CRﾃャBﾃ#SB�

2.支出の部 (1)事業費 途ﾃC�bﾃC#2�18,666,133 �#bﾃ�s"ﾃSSb�

(2)人件費 塔津�3津3#2�89,079,164 ��sづ��づCビ�

(3)需要費 �3bﾃ�S"ﾃ#3r�85,126,505 ��#�ﾃ#sづsC"�

(4)特別損失 ���1 �"�

(5)予備費 ���0 ���

(6)法人税等 釘ﾃ�#"ﾃゴ��4,822,850 湯ﾃcCRﾃs���

支出合計 ��3rﾃC#�ﾃ�3B�197,694,653 �33Rﾃ��RﾃCビ�

当期利益 釘ﾃSCBﾃS3R�6,224,232 ���ﾃscづscr�

合計 ��C�ﾃ田Rﾃ3c��203,918,885 �3CRﾃャBﾃ#SB�



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､減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｢�減価償却累計額等 �9hｯｩih�8ﾘ"�

建物付属設備 ��"ﾃ3ッﾃ�s8冷�6,597,196円 迭ﾃsモﾃ都x冷�

機械装置 鼎湯ﾃ3��冷�469,463円 �#津�3x冷�

車輌運搬具 �2ﾃSS�ﾃ�ヨ冷�1,158,520円 �"ﾃ3�"ﾃcc���

器具備品 ���"ﾃ���ﾃ�c8冷�97,030,280円 ��Rﾃss津ャ8冷�

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

計 ��3Bﾃ3�bﾃ#c�冷�108,496,283円 �#Rﾃ��津都x冷�

2.引当金の明細

引当金の期首残高､当期増加額､当期減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 塔Rﾃ���ﾃCsh冷�ll,415,308円 �2ﾃ##Rﾃ���冷�94,101,784円 

令和元年5月

一般社団法人　食肉科学技術研究所


