
〈株式会社用〉

平成27年度　出資法人経営評価表

法人名

代表者名 代表取締役社長　望月常司 所管部課名

所在地 近江八幡市長光寺町1089-4 設立年月日

URL

１【法人の概要】

 (1) 設立の趣旨・目的

 (千円、％)
 出資額 構成比  出資額 構成比

滋賀県 19,000 43.1% 滋賀県

全国農業協同組
合連合会滋賀県
本部

8,000 18.2%

一般社団法人滋
賀県畜産振興協
会

3,000 6.8%

近江八幡市 2,000 4.5%

近江牛生産販売
農業協同組合

1,500 3.4%

滋賀県家畜商業
協同組合

600 1.4%

その他 9,970 22.6% 小計 100%

小計 44,070 100% 合計 44,070 100%

３【組織】

株主総会

取締役会 代表取締役 １名

監査役

　食肉の公正明朗な近代的取引と適正な卸売価格の形成を図りながら、食肉資源の培養と価格の安定に資する
と共に、滋賀県の豊かな自然環境の中で、真心込めて育てられた「近江牛」等の肉用牛や豚を、安全・安心な食
肉として安定的に供給することを通じて消費者の食生活に貢献しながら、滋賀県の畜産振興と食肉流通の拠点と
しての事業展開を目指す。

・衛生品質管理室
　　　　(　３人)

基本財産等
その他

・業務課( ２５人)

・営業課(  ７人)

・総務課(  ２人)

　①組織図　（平成27年４月１日現在）

 (2) 業務概要

　１．と畜・解体処理
　２．枝肉および生肉の受託販売
　３．枝肉および生肉の冷蔵保管
　４．部分肉の受託加工および冷蔵保管
　５．副産物の受託販売
　６．前各号に付帯する一切の事業

区分 区分

２【出資の状況】（平成26年度末）

昭和41年11月24日

連絡先等

株式会社　滋賀食肉市場

農政水産部畜産課

TEL  0748-37-7215



（単位：人）

②役員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

取締役総数 12 10 13 3 11

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ） 2

うち常勤取締役数 2 1 1 1

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ） 1

監査役総数 2 2 3 1 2

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ） 1 1

うち常勤監査役数

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

常勤役員の平均年齢 63.0 64.0 65.0 65

常勤役員の平均報酬年額（千円） - - - -

③職員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

職員総数 45 43 35 △8 37

常勤職員 30 29 25 △4 26

プロパー職員 23 19 18 △1 19

うち県退職職員（ＯＢ）

県等からの派遣職員

うち県派遣職員

臨時・嘱託職員 7 10 7 △3 7

うち県退職職員（ＯＢ） 1 △1 1

非常勤職員 15 14 10 △4 11

うち県派遣職員

うち県退職職員（ＯＢ）

プロパー職員の平均年齢 38.4 39.4 38.4 △ 1 37

プロパー職員の平均給与（年額）（千円） 4,185 4,859 5,114 255 4,202

年代別職員数

10代 20代 30代 40代 50代 60代～ 合計

(平成27年度当初実数) 3 9 4 2 1 19

④役員名簿 平成27年6月30日現在

役 職 名 氏　　　　名 区 分 役 職 名 氏　　　　名 区 分

代表取締役社長 望月　常司 ○ 取締役 井口　信行

取締役 佐野　和夫 取締役 森本　雄一

取締役 森村　伸一 取締役 岡山　光雄

取締役 田中　正一 監査役 渡辺　政幸

取締役 中川　吉明 監査役 櫻田　憲司

取締役 西田　康夫

取締役 竹井　久己

取締役 堀川　眞智子

取締役 津村　孝司

取締役 横関　康正

※区分欄には、常勤役員は○印を記入のこと

プロパー職員の年齢
構成等



４【財務】
(1)貸借対照表に関する項目

（単位：千円）

①資産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

現金・預金 52,100 95,966 56,623 △ 39,343

受取手形・売掛金・未収金・貸付金 329,026 179,412 175,018 △ 4,394

その他 △ 300 △ 500 △ 300 200

流動資産　計 380,826 274,878 231,341 △ 43,537

有形固定資産 5,419 3,652 2,656 △ 996

2,582 1,583 583 △ 1,000

その他

固定資産　計 8,001 5,235 3,239 △ 1,996

12,896 13,554 11,679 △ 1,875

投資その他の資産・繰延資産 12,896 13,554 11,679 △ 1,875

資産合計額 401,723 293,667 246,259 △ 47,408

②負債の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

短期借入金 280,000 280,000 280,000

うち県からの借入金 280,000 280,000 280,000

支払手形・買掛金・未払金 378,777 264,277 267,679 3,402

その他の流動負債

流動負債　計 658,777 544,277 547,679 3,402

長期借入金 98,900 141,152 94,882 △ 46,270

うち県からの借入金 44,476 44,476 44,476

退職給付引当金

その他の引当金

その他の固定負債 79,130 73,130 70,330 △ 2,800

固定負債　計 178,030 214,282 165,212 △ 49,070

負債合計額 836,807 758,559 712,891 △ 45,668

③純資産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

資本金 44,070 44,070 44,070

うち県出資額 19,000 19,000 19,000

剰余金 △ 479,155 △ 508,962 △ 510,702 △ 1,740

うち当期純利益 △ 57,519 △ 29,807 △ 1,740 28,067

資本　計 △ 435,085 △ 464,892 △ 466,632 △ 1,740

280,000 280,000 280,000

(2)損失補償の状況 （単位：千円）

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

県の損失補償契約に係る債務残高

(理由・内容と返済の見通し）

④期間中の県からの借入で、同一年度に貸付けと返済の双
方が行われるものの額



(3)損益計算書に関する項目 （単位：千円）

①収益の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

売上高 382,580 395,406 459,274 63,868 455,000

補助金収益 627 225 247 22

うち県からの補助金収益 627 225 247 22

その他の収益 16,025 9,890 7,559 △2,331 14,000

うち県からの収益 16,025 9,890 7,559 △2,331 14,000

営業外収益 6,699 7,226 6,963 △263 7,000

うち県からの収益

経常収益 405,931 412,747 474,043 61,296 476,000

特別利益

収益　計　　　　　　　　　　ア 405,931 412,747 474,043 61,296 476,000

②費用の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

売上原価 72,434 49,143 88,112 38,969 88,000

売上原価以外の事業費　計

販売費及び一般管理費 388,312 389,969 384,637 △5,332 382,000

販売費及び一般管理費 388,312 389,969 384,637 △5,332 382,000

事業外費用 2,704 3,442 3,034 △408 3,186

経常費用 463,450 442,554 475,783 33,229 473,186

特別損失

経費　計　　　　　　　　　　イ 463,450 442,554 475,783 33,229 473,186

再 人件費 167,448 157,284 146,724 △10,560 156,000

うち退職給付費用 1,601 1,785 1,822 37

うち役員人件費 12,836 8,175 7,785 △390

うち非常勤職員人件費 9,100 8,724 7,389 △1,335

減価償却費 3,707 2,767 1,996 △ 771

掲 法人税等 186 186 186 186

③当期純利益 　　　 　　　　ウ＝ア－イ △57,519 △29,807 △1,740 28,067 2,814

(4) 長期借入金の内訳

残存額　（千円）
平均借入
残存年数

借入先
平均借入
残存年数

平均借入残存
年数（全体）

24年度末 44,476 4.0 滋賀県以外 8.5 6.5

25年度末 44,476 3.0 滋賀県以外 5.7 4.8

26年度末 44,476 2.0 滋賀県以外 4.4 3.3

借入先 残存額　（千円）

滋賀県

滋賀県

滋賀県

54,424

96,676

50,406



滋賀県

滋賀県

③平成26年度末
借入先

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

５【主たる事業の実施状況】

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

8,397 8,664 8,675 11

と畜（豚） 5,839 5,290 6,947 1,657

と畜（牛）

事　業　名 概　要

滋賀食肉センターにおける牛のと畜頭数

滋賀食肉センターにおける豚のと畜頭数

(5) 指標、伸び率等
項 目 H２４ H２５ H２６ ２５→２６増減

自己資本比率 -108.3% -158.3% -189.5% △ 31.2 資本合計額／ 資産合計額×100

借入金依存率 94.3% 143.4% 152.2% 8.8 （短期借入額＋長期借入額）／ 資産合計額×100

流動比率 57.8% 50.5% 42.2% △ 8.3 流動資産／流動負債×100

長期借入金返済（所要）年数 － － 50年以上 －
長期借入金／（当期経常利益−当期経常費用＋減
価償却費－法人税等）

長期借入金平均借入残存年数 6.5% 4.8% 3.3% △ 1.5 長期借入金について、償還期間を金額で加重平均

補助金収益構成比 0.2% 0.1% 0.1% △ 0.0 補助金収益／収益計

販売費及び一般管理費構成比 83.8% 88.1% 80.8% △ 7.3 販売費及び一般管理費／ 費用計

人件費の構成比 36.1% 35.5% 30.8% △ 4.7 人件費／ 費用計



H24 H25 H26
効果性 中期経営計画、年度目標とも策定している。 ○ ○ ○

中期経営計画のみ策定している。

年度目標のみ策定している。

策定していない。

全ての事業が社会情勢に適合し、その意義は大きい。 ○ ○ ○
　 社会情勢に照らして意義が薄れてきた事業がいくつかある。

社会情勢に照らして意義の薄れてきた事業が多くある。

活動について成果目標を定め、目標以上に達成している。

活動について成果目標を定め、目標どおり達成している。

活動について成果目標を定め、概ね目標どおりに達成している。

活動について成果目標を定め、達成しているものもあるが、十分ではない。 ○ ○ ○
活動について成果目標を定めていない。

多様な調査を実施し、積極的にニーズの把握に努めている。

ニーズを把握するための手段を講じている。 ○ ○ ○
具体的な取組はしていない。

効率性 管理費比率が２期連続で減少した。

管理費比率が前期に比べ減少した。 ○
管理費比率が前期に比べ増加した。 ○
管理費比率が２期連続で増加した。 ○
経常収益が２期連続で経常費用を上回った。

経常収益が、当期は経常費用を上回った。

経常収益が、当期は経常費用を下回った。

経常収益が、２期連続して経常費用を下回った。 ○ ○ ○
健全性 当期末において債務超過でない。

２期連続で改善した。

前期に比べ改善した。

前期に比べ悪化した。

２期連続で悪化した。 ○ ○ ○
２期連続で増加した。 ○ ○ ○
前期に比べ増加した。

前期に比べ減少した。

２期連続で減少した。

当期末において累積欠損金はない。

累積欠損金は、２期連続で減少した。

累積欠損金は、前期に比べ減少した。

累積欠損金は、前期に比べ増加した。

累積欠損金は、２期連続で増加した。 ○ ○ ○
流動比率は、２期連続で100%以上であった。

流動比率は、当期は100%以上であった。

流動比率は、当期は100%未満であった。

流動比率は、２期連続で100%未満であった。 ○ ○ ○
当期末において借入金はない。

２期連続で低下した。

前期に比べ低下した。

前期に比べ上昇した。

２期連続で上昇した。 ○ ○ ○
長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より短い

長期借入金の返済（所要）年数と平均借入残存年数がほぼ同じ

長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より長い ○ ○ ○

６【評価】

区分 評価項目 評価内容
該当項目に○

出資法人の所見 県の所見

中期経営計画、
年度目標の策定

　食肉の生産流通の拠点として、県民に安全な食肉を提
供するため、円滑な業務運営に努めている。
　また食肉の海外輸出ができるよう、施設認定の取得に努
め現在５か国において認定を取得している。

　安全安心な食肉の消費者への安定的な提
供という社会的要請に基づき、適正な業務運
営に努めている。

　平成２６年３月には経営改善計画を改定し、
早期の単年度黒字化を目指している。

事業活動の社会情勢へ
の適合性

活動の成果の達成度

債務超過の状況

　平成１９年度操業以来、赤字が続き、累積欠損金が増加
しているが、単年赤字幅については年々減少している。し
かしながら、赤字構造からの脱却はできていない。流動比
率も１００％を下回り、資金的にも厳しい状況である。

　食肉センター開業以来の赤字の累積により
大幅な債務超過に陥っている。
　そのため、自力での資金調達能力に乏しく、
極めて厳しい経営状況となっている。

当期純利益の状況

累積剰余金（欠損金）の
状況

短期的支払い能力の状
況

借入金依存率の
状況

長期借入金返済能力の
状況

住民、関係者等のニー
ズの把握状況

経常費用に占める管理
費の状況

　経営改善計画に沿って、業務の改善を行い、経営の効
率化に努めている

　食肉センター開業以来赤字決算が続いてい
るが、収入の増加や業務の改善により赤字
幅は縮小している。

経常収益・費用の比率



H24 H25 H26
自立性 当期末において県派遣職員はない ○ ○ ○

常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%未満

常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県派遣職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県派遣職員の割合は前期と概ね同程度 ○ ○ ○
常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ上昇した。

当期末において県退職職員の就任はない

常勤職員に占める県退職職員の割合が25%未満 ○ ○ ○
常勤職員に占める県退職職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県退職職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県退職職員の割合は前期と概ね同程度 ○ ○ ○
常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ上昇した。

２期連続で増加した。 ○ ○ ○
前期に比べ増加した。

前期に比べ減少した。

２期連続で減少した。

当期末において県の財政支出はない

経常収益に占める県の財政支出の割合が25%未満 ○ ○ ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が25%以上50%未満

経常収益に占める県の財政支出の割合が50%以上

経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で低下した。 ○ ○ ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ低下した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ上昇した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で上昇した。

当期末において県の損失補償等なし ○ ○ ○
県の損失補償等の割合が25%未満

県の損失補償等の割合が25%以上50%未満

県の損失補償等の割合が50%以上

県の損失補償等の割合が２期連続で低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ上昇した。 － － －
県の損失補償等の割合が２期連続で上昇した。 － － －
借入金はすべて県の損失補償等を受けている。 － － －

透明性 規程を整備している。

規程を設けていない。 ○ ○ ○
出資法人のホームページで公開している。

出資法人の事務所において書類を公開している。

県民情報室で公開している。 ○ ○ ○
上記以外の方法で公開している。

不特定の者に対する情報公開はしていない。

財務諸表、事業報告、監査報告書、事業計画、中期経営計画、年度目標、経
営評価表を公開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標、経営評価表を公
開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標を公開している。

財務諸表、事業報告、事業計画を公開している。 ○ ○ ○
不特定の者に対する情報公開はしていない。

作成した財務諸表について、会計監査人監査を受けている、または、財務諸
表の作成過程で、会計の専門家の指導・助言を受けている。 ○ ○ ○

会計の専門家による監査・指導・助言等は受けていない。

区分 評価項目 評価内容
該当項目に○

出資法人の所見 県の所見

情報公開規程の整備状
況

　滋賀食肉センターHPへの情報提供を行うなど、一定の
情報開示をしている

　営利法人であり難しい面もあるが、今後も
可能な範囲で情報の公開に努められたい。

不特定の者に対する情
報公開の機会確保の状
況

情報公開の内容

会計専門家の関与状況

　プロパー社員主体の体制のもと、自立的な経営に努めている。　社員体制および業務運営の面では自立性
が保たれているが、財政的には、県からの短
期貸付により辛うじて経営ができている状態
である。

経常収益に占める自主
事業収益の割合

県財政支出の状況②

損失補償等の状況①

損失補償等の状況②

県派遣職員の状況①

県派遣職員の状況②

県退職職員の就任状況
①

県退職職員の就任状況
②

県財政支出の状況①



【出資法人の総合的評価・対応】

【県の総合的評価・対応】　

※5　各欄の記載は、良好であった事項、課題となった事項の両方の観点から検討すること。

【事業に関する事項】
　牛については大規模出荷者の畜種変更や素牛価格の高騰による飼養頭数の減少が懸念される。豚は近年肥育農家の廃業により取扱頭数が半減しているなど、外的要因である県内畜産経営の状況に大きく左
右される。

【財務に関する事項】
　累積欠損金が増加しており、深刻な経営状況にある。経営改善計画を策定し経営改善を行ってはいるものの赤字体質からは脱却できていない。上場頭数の増加や経費削減等の経営改善を行い安定的な経営
を図る。

【中期経営計画の達成状況に関する事項】
　と畜頭数については、県内飼養頭数により大きく左右され、近年、牛の素牛価格の高騰等により、県内飼養頭数の増加は見込めない。また、豚については近年肥育農家の廃業が相次ぎ、肥育頭数は激減してい
ることから、と畜解体部門について大幅な、改善は非常に難しい。しかしながら、市場部門は買参人の誘致等により、高値安定を実現していることから、自家割をせり上場に誘導することにより上場頭数の増加につ
いては成果を上げている。

【総合所見】
　当社は株式会社でありながら公共性の高い業務を行っている。一方で、多額の累積債務を抱えており、今後も継続して経営改善を進めていく必要がある。

【事業に関する事項】
　安全安心や食肉を安定的に供給するため、滋賀食肉センターにおけると畜解体業務や卸売業務を適切に行っていると評価できる。
　経営を左右すると畜頭数の確保については、経営の効率化による支出削減といった経営改善を行うことにより、経営の健全化に向けてまずは単年度黒字化を達成することが必要である。

※1　「出資法人の所見」欄には、各評価区分の状況について出資法人としてどのように評価しているかを記載すること。評価は、経年変化の傾向や要因等を分析するとともに、中期経営計画に定める出資法人の経営上の目標の達成
の状況も踏まえて記載すること（記載要領を参照）

※2　「県の所見」欄には、上記の各項目について、出資法人による評価を踏まえ、県としての評価を記載すること。
※3　「出資法人の総合的評価・対応」欄には、中期経営計画に定める出資法人の経営上の目標の達成の状況のほか、評価区分ごとの記載内容を踏まえ、同欄に掲げる４項目の事項について評価すること。併せて、課題やその改善に
向けた対応方針を記載すること。

※4　「県の総合的評価・対応」欄には、滋賀県行政経営方針の実施計画や中期経営計画の達成状況を踏まえて、同欄に掲げる４項目の事項に係る県としての評価を記載すること。併せて、課題やその改善に向けた対応方針を記載す
ること。

【行政経営方針実施計画、中期経営計画の達成状況に関する事項】
　平成26年度決算では赤字幅は前年度に比べ大幅に縮小したものの、会社が平成26年3月に策定した経営改善計画で目標とした「平成26年度単年度黒字化」は達成できなかった。
　今年度は新経営陣のもとで経営体制を強化しつつ、平成28年度の単年度黒字化に向けた取組が進められているところである。
　県としても「滋賀食肉センター経営研究会」での議論を踏まえ、今後の県の関与のあり方、支援のあり方について検討しているところである。

【総合所見】
　滋賀食肉センターは県内唯一のと畜場・食肉地方卸売市場として、また近江牛ブランドの発信拠点として必要不可欠な施設である。当法人は、営利法人でありながら、食肉センターの業務主体として公益性の高
い業務を行っており、本県畜産業の振興という行政目的達成の上での必要性も高い。
　しかしながら、多額の累積債務を抱えるなど経営上の課題が大きいことから、県としても今年度設置した「滋賀食肉センター経営研究会」の議論を踏まえながら、経営健全化に向けた取組を支援してまいりたい。

【財務に関する事項】
　赤字幅は縮小しているものの単年度黒字化は達成されておらず、債務超過額も拡大している。そのことから自力での資金調達が不可能であり、県から資金調達によらなければ経営継続が不可能な深刻な経営
状況となっている。
　今後、上場割合の増加による収入増加や経営の効率化による支出削減といった経営改善を行うことにより、経営の健全化に向けてまずは単年度黒字化を達成することが必要である。



　滋賀食肉市場ホームページへのリンク
http://shiga-shokuniku.or.jp/index/kousha/market/

　行政経営方針実施計画の記述

http://shiga-shokuniku.or.jp/index/kousha/market/

