
財　　　　産　　　　目　　　　録

令和2年3月31日現在

科目 仞�ｧ｢�

資産の部 I流動資産 現金 ����S2ﾃ�s��円 457,560,904 ���

当座預金 涛rﾃ���ﾃ��b�

普通預金 ��C"ﾃ�3B�

定期預金 ����ﾃ���ﾃ����

振替貯金 �"ﾃ�SBﾃ33��

有価証券 ��3�ﾃS唐ﾃ����

未収格付手数料 �#�ﾃsSrﾃ#�"�

未収証票代 途ﾃc3B�

未収依頼検査料 �#RﾃCs2ﾃ�s"�

証票 �3c"ﾃピR�

仮払金 流動資産計 Ⅱ固定資産 建物付属設備 �#��ﾃsc2�

4,960,257 �#づs3Bﾃs���

機械装置 �#Rﾃc���

車輌運搬具 ��ﾃC3Rﾃc�"�

器具備品 �#�ﾃ3�"ﾃ#3��

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 涛3�ﾃ��"�

435,732 ��2ﾃs途ﾃゴ"�486,295,685 

未払法人税等 唐ﾃs�"ﾃS���

未払消費税等 �2ﾃCc"ﾃC���

仮受金 都�ﾃSS��

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 正味財産 ��ﾃ�3bﾃcs��

105,175,847 ���Rﾃ�sRﾃイr�

118,973,699 

367,321,986 



貸　　借　　対　　照　　表

令和2年3月31日現在

科目 仞�ｧ｢�

I資産の部 1.流動資産 現金 ����S2ﾃ�s��円 457,560,904 ���Cッﾃ#迭ﾃcコ�

預金 �#��ﾃ��づ#s��

有価証券 ��3�ﾃS唐ﾃ����

未収格付手数料 �#�ﾃsSrﾃ#�"�

未収証票代 途ﾃc3B�

未収依頼検査料 �#RﾃCs2ﾃ�s"�

証票 �3c"ﾃピR�

仮払金 流動資産計 2.固定資産 建物付属設備 �#��ﾃsc2�

4,960,257 

28,734,781 

機械装置 �#Rﾃc���

車輌運搬具 ��ﾃC3Rﾃc�"�

器具備品 �#�ﾃ3�"ﾃ#3��

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 涛3�ﾃ��"�

435,732 

13,797,852 

118,973,699 

未払法人税等 唐ﾃs�"ﾃS���

未払消費税等 �2ﾃCc"ﾃC���

仮受金 都�ﾃSS��

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)代替基金 (2)利益準備金 損失填補準備金 (3)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 ��ﾃ�3bﾃcs��

105,175,847 

105,175,847 

I,713,298 

100,000,000 

367,321,986 

50,000,000 

25,200,000 

163,000,000 

29,121,986 その他検査事業 純資産合計 負債及び純資産合計 �#rﾃC�づcモ�

486,295,685 



損　　益　　計　　算　　書

平成31年4月1日より

令和2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 �����RﾃsS�ﾃ����円 130,426,035 ����Bﾃcsbﾃ�3R�へや一つン類､熟成 JAS等 

認定手数料収入 �#��ﾃ����200,800 塔���工場認証料 

調査手数料収入 �2ﾃc#�ﾃ����3,937,542 �3�rﾃSC"�認証工場調査手 数料 

受講料収入 �2ﾃ���ﾃ����2,490,741 ��#S�津#S��品質管理講習会 等 印刷工場登録料 

証票代収入 �#��ﾃ����206,160 ��#�2ﾃイ��

登録料収入 澱ﾃ涛�ﾃ����6,750,000 ��##C�ﾃ����

看板収入 鉄�ﾃ����55,000 迭ﾃ����

雑収入 ���40,857 鼎�ﾃゴr�

事業収入計 ��#津���ﾃ����144,107,135 ��Bﾃ�途ﾃ�3R� 

収入合計 ��#津���ﾃ����144,107,135 ��Bﾃ�途ﾃ�3R� 

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����155,850 ��#�sBﾃ�S��JASマーク印刷代 品質管理講習会 等 検査用薬品 

調査研究費 田3�ﾃ����586,500 ��#C2ﾃS���

研修会費 �"ﾃ�c�ﾃ����I,923,736 ��#�3bﾃ#cB�

市販検査品費 �#S�ﾃ����189,276 ��#c�ﾃs#B�

検査用薬品費 白ﾃS��ﾃ����1,899,709 �3湯ﾃs���

調査旅費 ��ﾃ涛�ﾃ����2,154,083 ��cBﾃ��2�認証工場調査旅 費等 

負担金 �3��ﾃ����318,000 ��づ����関係団体等 

格付業務推進費 免�ﾃ����273,761 ��s2ﾃsc��

事業費計 途ﾃ�c�ﾃ����7,500,915 �3C�ﾃ��R� 

2.人件費 役員報酬 免ﾂﾃcC�ﾃ����ll,640,000 ���常勤役員分 

給料.手当 �3津SS�ﾃ����39,347,569 ��##�"ﾃC3��職員分 

雑給 澱ﾃcS�ﾃ����6,498,157 ��#�S�ﾃイ2�嘱託分 

賞与 ��RﾃS#�ﾃ����15,357,410 ��#�c"ﾃS���職員分 

職員厚生費 免ﾂﾃ�C�ﾃ����13,296,452 �"ﾃ�SbﾃCS"�法定福利費を含む 

交通費 ��ﾃ3s�ﾃ����1,572,551 �#�"ﾃSS��定期代等 

退職金 ���0 ���

退職給付費用 釘ﾃ都�ﾃ����5,537,032 鉄crﾃ�3"�

人件費計 涛�ﾃイ�ﾃ����93,249,171 �"ﾃC�津�s�� 



科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

3.需要費 備品費 唐ﾃ����41,921 �32ﾃ�#��検査用器具等 

消耗品費 ��ﾃ���ﾃ����2,256,071 鼎Sbﾃ�s��

修繕費 ����ﾃ����130,600 ��#C津C���分析機器の修繕 等 

保守料 �2ﾃS3�ﾃ����3,156,685 ��#3sBﾃ3�R�検査機器の保守 管 

通信運搬費 塔S�ﾃ����945,914 涛Rﾃ��B�郵便代等 

図書印刷費 塔3Bﾃ����752,139 ��#��ﾃツ��検査成績通知書等 

水道光熱費 �2ﾃ#��ﾃ����3,168,863 ��#C�ﾃ�3r�電気代､水道代 等 

賃催料 澱ﾃ3#�ﾃ����7,656,752 白ﾃ33bﾃsS"�借室料､分析機 器リース料等 

会議費 白ﾃ3#�ﾃ����I,045,699 ��##sBﾃ3���総会､理事会等 

業務委託費 ��#�ﾃ����127,Oil 途ﾃ����年金基金等 

派遣社員委託費 途ﾃs��ﾃ����7,668,394 ��#3�ﾃc�b�派遣社員 

保険料 鼎��ﾃ����0 ��#C��ﾃ����賠償責任保険等 

租税公課 唐ﾃ����332,968 �3#Bﾃ田��控除対象外消費 税等 

雑費 �"ﾃ3�Bﾃ����2,179,104 ��#�#Bﾃンb�清掃費等 

減価償却費 �"ﾃ�C�ﾃ����2,661,617 鉄#�ﾃc�r�分析機器等 

ソフトウエア償却費 �#C"ﾃ����241,998 ��#"�

需要費計 �3�ﾃ田rﾃ����32,365,736 白ﾃ3唐ﾃs3b� 

事業費及び一般 管理費計 ��#づ田rﾃ����133,115,822 釘ﾃ�Cづ�#"� 

Ⅱ特別損失 固定資産除却損 ���0 ��� 

雑損 鉄�Rﾃ����0 ��#S�Rﾃ����

特別損失計 鉄�Rﾃ����0 ��#S�Rﾃ���� 

Ⅲ予備費 鼎3づ����0 ��#C3づ���� 

Ⅳ法人税等 ���6,807,600 澱ﾃ��rﾃc���

支出合計 ��#津���ﾃ����139,923,422 ���ﾃ��2ﾃC#"� 

当期利益 ���4,183,713 釘ﾃ��2ﾃs�2� 

合計 ��#津���ﾃ����144,107,135 ��Bﾃ�途ﾃ�3R� 



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 ����ヲﾃゴ�ﾃ����円 187,791,370 ����#"ﾃ�Sづc3��命令検査､依頼 検査等 社員甲2社､賛助 社員2社計4社分 

受講料収入 ���0 ���

会費収入 �3��ﾃ����384,000 ��#bﾃ����

補助金収入 免ﾂﾃ#��ﾃ����ll,278,579 ��#�ﾃC#��JRA事業 

雑収入 ��"ﾃ���ﾃ����18,725,302 澱ﾃc�Rﾃ3�"�技能評価試験等 

事業収入計 �#�2ﾃc3�ﾃ����218,179,251 釘ﾃSC津#S�� 

Ⅱ事業外収入 受取利息 ��ﾃ#s�ﾃ����1,335,936 田Rﾃ�3b�定期貯金､有価 証券等 

事業外収入計 ��ﾃ#s�ﾃ����1,335,936 田Rﾃ�3b� 

収入合計 �#�Bﾃ���ﾃ����219,515,187 釘ﾃc�Rﾃ�ビ� 

支出の部 I事業費及び一般管理費 1.事業費 官伝費 �"ﾃ#S"ﾃ����1,952,117 ��##湯ﾃャ2�広告､インターネットホー ムへ〇一ゾ等 

調査研究費 �"ﾃ���ﾃ����8,203,121 澱ﾃ�#2ﾃ�#��清度管理事業等 

研修会費 ��ッﾃ����155,799 ��#3�ﾃ#���業務管理研修会 等 検査用薬品 関係団体等 

市販検査品費 ���0 ���

検査用薬品費 湯ﾃ���ﾃ����9,716,935 田�bﾃ�3R�

調査旅費 ��ﾃ���ﾃ����882,714 ��#��rﾃ#ッ�

負担金 ��ﾃ���ﾃ����1,166,000 塔bﾃ����

厚生事業費 ����ﾃ����0 ��#���ﾃ����社員慶弔費等 

補助金引当事業費 免ﾂﾃ#��ﾃ����ll,278,579 ��#�ﾃC#��JRA事業 

事業費計 �#rﾃ�sづ����33,355,265 澱ﾃ�srﾃ#cR� 

2.人件費 役員報酬 免ﾂﾃcC�ﾃ����ll,640,000 ���常勤役員分 

給料.手当 �3津SS�ﾃ����36,317,111 ��#2ﾃ#3"ﾃャ��職員分 

雑給 澱ﾃcS�ﾃ����6,065,978 ��#Sィﾃ�#"�嘱託分 

賞与 ��RﾃS#�ﾃ����14,336,009 ��#�ﾃ��2ﾃ涛��職員分 

職員厚生費 免ﾂﾃ�C�ﾃ����12,412,136 ��ﾃ#s"ﾃ�3b�法定福利費等 

交通費 ��ﾃ3s�ﾃ����1,505,311 ��3Rﾃ3���定期代等 

退職金 ���0 ���

退職給付費用 免ﾂﾃc��ﾃ����5,168,770 ��#bﾃC3�ﾃ#3��

人件費計 涛rﾃCs�ﾃ����87,445,315 ��#��ﾃ�#Bﾃcコ�



科目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 俚xｧ｢�備考 

3.需要費 備品費 ��"ﾃ����58,698 鼎bﾃc唐�検査､依頼試験 用器具等 

消耗品費 ��BﾃsS�ﾃ����8,334,846 ��#bﾃC�Rﾃ�SB�

修繕費 �2ﾃ3s�ﾃ����1,342,765 ��#"ﾃ�#rﾃ#3R�分析機器の修繕 管 

保守料 澱ﾃ3��ﾃ����5,471,733 ��#�3津#cr�検査機器の保守 経賀等 

通信運搬費 �"ﾃc��ﾃ����2,214,623 ��#3コﾃ3sr�郵便代等 

図書印刷費 都��ﾃ����492,706 ��##�づ#釘�成績通知書等 

水道光熱費 �2ﾃ#��ﾃ����2,958,117 ��##S�ﾃャ2�電気代､水道代 管 

賃借料 �#Rﾃャ�ﾃ����21,092,050 ��#Bﾃsビﾃ鉄��借室料､分析機 器リース料等 

会議費 ��ﾃ塔�ﾃ����1,633,906 ��#3Cbﾃ�釘�総会､理事会等 

業務委託費 ����ﾃ����127,014 ��#S"ﾃ塔b�年金基金等 

派遣社員委託費 ��"ﾃs��ﾃ����14,052,222 ��ﾃ3S"ﾃ##"�派遣社員 賠償責任保険等 

特許権使用料 �#3�ﾃ����105,409 ��#�#BﾃS���

保険料 鉄S�ﾃ����948,810 �3唐ﾃ����

交際費 田��ﾃ����785,951 ��コﾃ鉄��支部総会祝金等 

租税公課 鼎c�ﾃ����6,355,557 迭ﾃンRﾃSSr�消費税等 

雑費 迭ﾃC3Bﾃ����4,703,901 ��#s3�ﾃ�湯�清掃費等 

減価償却費 迭ﾃ���ﾃ����6,666,242 ��ﾃCッﾃ#C"�車両､分析機器 等 

ソフトウエア償却費 ��ﾃSビﾃ����655,532 ��#�3�ﾃCc��コンビエールステム等 

需要費計 塔RﾃsCRﾃ����78,000,082 ��#rﾃsCBﾃ���� 

事業費及び一般 管理費計 �#��ﾃ3�2ﾃ����198,800,662 ��#��ﾃS�"ﾃ33�� 

Ⅱ特別損失 固定資産除却損 ���7 途� 

雑損 釘ﾃ�C�ﾃ����0 ��#Bﾃ�C�ﾃ����

特別損失計 釘ﾃ�C�ﾃ����7 ��#Bﾃ�3津涛2� 

Ⅲ予備費 鼎crﾃ����0 ��#Ccrﾃ���� 

Ⅳ法人税等 ���6,807,600 澱ﾃ��rﾃc���

支出合計 �#�Bﾃ���ﾃ����205,608,269 ��#津#��ﾃs3�� 

当期利益 ���13,906,918 ��2ﾃ��bﾃ���� 

合計 �#�Bﾃ���ﾃ����219,515,187 釘ﾃc�Rﾃ�ビ�



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 ��CBﾃ��rﾃ�3R�218,179,251 �3c"ﾃ#ッﾃ3ッ�

(2)事業外収入 ���1,335,936 ��ﾃ33Rﾃ�3b�

(3)特別収入 ���0 ���

収入合計 ��CBﾃ��rﾃ�3R�219,515,187 �3c2ﾃc#"ﾃ3#"�

2.支出の部 (1)事業費 途ﾃS��ﾃ��R�33,355,265 鼎�ﾃゴbﾃ����

(2)人件費 涛2ﾃ#C津�s��87,445,315 ����ﾃc釘ﾃCッ�

(3)需要費 �3"ﾃ3cRﾃs3b�78,000,082 ����ﾃ3cRﾃ����

(4)特別損失 ���7 途�

(5)予備費 ���0 ���

(6)法人税等 澱ﾃ��rﾃc���6,807,600 ��2ﾃc�Rﾃ#���

支出合計 ��3津�#2ﾃC#"�205,608,269 �3CRﾃS3�ﾃc���

当期利益 釘ﾃ��2ﾃs�2�13,906,918 ��づ���ﾃc3��

合計 ��CBﾃ��rﾃ�3R�219,515,187 �3c2ﾃc#"ﾃ3#"�



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�7,425,916円 釘ﾃ田�ﾃ#Sx冷�

機械装置 鼎湯ﾃ3��冷�473,699円 �#Rﾃc��冷�

車輌運搬具 �2ﾃSS�ﾃ�ヨ冷�2,115,586円 ��ﾃC3Rﾃc�(冷�

器具備品 ��#�ﾃン�ﾃ�s(冷�100,508,833円 �#�ﾃ3�"ﾃ#3���

ソフトウエア ��ﾃ�#づc�(冷�897,530円 涛3�ﾃ��(冷�

計 ��C�ﾃ�Sbﾃ3CX冷�111,421,564円 �#づs3Bﾃs��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 涛Bﾃ���ﾃsォ冷�ll,074,063円 ��冷�105,175,847円 

令和2年5月

一般社団法人　食肉科学技術研究所


