
備　　考

・条件

・単位

16,048 18,138 ・年間平均販売価格

16,048 18,138

761 571

概算金等金利 68 68 ・出荷契約金及び概算金にかかる金利

保管料・出庫料 265 265 ・農業倉庫保管料

保険料・補償料 1 5 ・盗難保険加入料

運賃 193 ・倉庫から実需者までの運賃等

安全・安心等検査費用 7 6
・穀物検定協会による着地検定の取り組みと近江米安
全安心確保対策事業にかかる費用

集約保管経費 108 108 ・集約保管にかかる運賃、入出庫料及び保管料等

その他(パレットリース料、労務費等) 119 119 ・パレットリース料及び労務費負担金等

0 0

121 121 ・集荷対策、政策事務費

49 49

広告宣伝経費 42 42 ・広告宣伝及び販売推進資材等にかかる経費

その他（低温保管対策費　等） 7 7
・5月1日以降保管期間に応じた低温割増保管料及び
産米集荷にかかる資材等

0 0

▲ 21 ▲ 21

県産米推進協議会等経費 4 4
・近江米振興協会広告宣伝費用及び近江米産地説明
会等にかかる経費

監査委員会等経費 0 0 ・監査委員会にかかる費用

その他　（調整金） ▲ 25 ▲ 25 メリット加算（流通経費戻し）

79 79 ・農産物検査にかかる検査料

812 801 ・販売手数料

全農手数料 240 154

ＪＡ手数料 572 647

1,801 1,600 ・販売経費　合計

13,284 13,500 ・出荷時にお支払いした概算金単価

963 3,038 ・令和元年産米の精算金単価

14,247 16,538 ・JA米最終農家手取り額

14,347 16,638 ・地場検査持込料を含めた最終農家手取り額

14,547 16,938
・持込奨励+（コシヒカリ特栽米加算　・糯 色彩選別加
算）を含めた最終農家手取り額

（加算金は令和２年３月にお支払いしています。）

　　　●　地場フレコン出荷は紙袋代相当分１７０円/俵（税込）を控除いたします。
　　　●　販売経費は、小数点(1円以下金額)の関係で、合計値と内訳が一致しない場合があります。

支
出

（
控
除

）

　　　●　上記の価格はJA米の価格となります。一般米の価格は　324円/俵（税込）のマイナスとなります。

　需給調整経費　　　　　　　　　　 　　・・・オ

生産者持込 ・・・・・・⑥=⑤+100円

【概算金額】　　　 ・・③

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

　　　●　上記、精算金は令和3年3月にお支払いしています。

　　　●　支出（控除）の流通経費は、全農とJAの合計金額で表示しています。
　　　●　上記、加算金はＪＡグリーン近江が定める地帯別生産メニューに応じてお支払いしています。

　　　●　上記、※は消費税軽減税率対象（8％）税込で計算しています。
　　　●　上記、支出（控除）は消費税軽減税率対象外（10%）税込で計算しています。

　皆様方から出荷頂きました、令和元年産米の共同計算を下記の通り行いましたので開示致します。

　今後も引き続き共同計算に係るコスト削減へ取り組み、生産者皆様の手取り向上・確保に努めてまいりますので、令和3年産
米につきましても一袋でも多く出荷していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

　検査経費　　　　　　　　　　　　 　 　・・・キ

　手数料計　　　　　　　　　　　　  　　・・・ク

【支出合計】　　・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ+ｶ+ｷ+ｸ

項目

【収入合計】　・・①　※

コシヒカリ

円／６０Ｋｇ（税込み）

　生産・集荷・販売等にかかる経費計・・・エ

令和元年産米生産者の皆様へ

令和元年産米共同計算結果について

　事故処理経費　　　　　 　　 　　　　・・・イ

滋賀羽二重糯

1等・紙・個袋出荷

加算金 ・・・・⑦=⑥+（特栽コシ200円）（色選糯300円）

1等・紙・個袋出荷

　流通・保管等にかかる経費計　　　・・・ア

　集荷対策　事務費　　　　　　　　　　　 　　　・・・ウ

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

収
入

円／６０Ｋｇ（税込み）

　その他経費計　　　　　　　　　　 　　・・・カ

販売金額



令和元年産米共同計算結果

備　　考

・条件

・単位

15,142 15,128 ・年間平均販売価格

15,142 15,128

761 761

概算金等金利 68 68 ・出荷契約金及び概算金にかかる金利

保管料・出庫料 265 265 ・農業倉庫保管料

保険料・補償料 1 1 ・盗難保険加入料

運賃 193 193 ・倉庫から実需者までの運賃等

安全・安心等検査費用 7 7
・穀物検定協会による着地検定の取り組みと近江米安
全安心確保対策事業にかかる費用

集約保管経費 108 108 ・集約保管にかかる運賃、入出庫料及び保管料等

その他(パレットリース料、労務費等) 119 119 ・パレットリース料及び労務費負担金等

0 0

121 121 ・集荷対策、政策事務費

49 49

広告宣伝経費 42 42 ・広告宣伝及び販売推進資材等にかかる経費

その他（低温保管対策費　等） 7 7
・5月1日以降保管期間に応じた低温割増保管料及び
産米集荷にかかる資材等

0 0

▲ 21 ▲ 21

県産米推進協議会等経費 4 4
・近江米振興協会広告宣伝費用及び近江米産地説明
会等にかかる経費

監査委員会等経費 0 0 ・監査委員会にかかる費用

その他　（調整金） ▲ 25 ▲ 25 メリット加算（流通経費戻し）

79 79 ・農産物検査にかかる検査料

770 756 ・販売手数料

全農手数料 230 217

ＪＡ手数料 540 539

1,759 1,745 ・販売経費　合計

12,474 12,258 ・出荷時にお支払いした概算金単価

909 1,125 ・令和元年産米の精算金単価

13,383 13,383 ・JA米最終農家手取り額

13,483 13,483 ・地場検査持込料を含めた最終農家手取り額

13,783
・持込奨励+（特栽米加算　・糯 色彩選別加算）を含め
た最終農家手取り額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加算金は令和２年３月にお支払いしています。）

　　　●　上記、精算金は令和3年3月にお支払いしています。

　　　●　支出（控除）の流通経費は、全農とJAの合計金額で表示しています。

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

　　　●　上記、※は消費税軽減税率対象（8％）税込で計算しています。
　　　●　上記、支出（控除）は消費税軽減税率対象外（10%）税込で計算しています。
　　　●　上記の価格はJA米の価格となります。一般米の価格は　324円/俵（税込）のマイナスとなります。
　　　●　地場フレコン出荷は紙袋代相当分１７０円/俵（税込）を控除いたします。
　　　●　販売経費は、小数点(1円以下金額)の関係で、合計値と内訳が一致しない場合があります。

　　　●　上記、加算金はＪＡグリーン近江が定める地帯別生産メニューに応じてお支払いしています。

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

生産者持込 ・・・・・・⑥=⑤+100円

加算金 ・・・・⑦=⑥（特栽秋の詩300円）

　検査経費　　　　　　　　　　　　 　 　・・・キ

　手数料計　　　　　　　　　　　　  　　・・・ク

【支出合計】　　・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ+ｶ+ｷ+ｸ

【概算金額】　　　 ・・③

1等・紙・個袋出荷

支
出

（
控
除

）

　流通・保管等にかかる経費計　　　・・・ア

　事故処理経費　　　　　 　　 　　　　・・・イ

　集荷対策　事務費　　　　　　　　　　　 　　　・・・ウ

　生産・集荷・販売等にかかる経費計・・・エ

　需給調整経費　　　　　　　　　　 　　・・・オ

　その他経費計　　　　　　　　　　 　　・・・カ

令和元年産米共同計算結果について キヌヒカリ 秋の詩

収
入

販売金額

【収入合計】　・・①※

円／６０Ｋｇ（税込み） 円／６０Ｋｇ（税込み）
項目

1等・紙・個袋出荷



令和元年産米共同計算結果

備　　考

・条件

・単位

14,729 14,958 ・年間平均販売価格

14,729 14,958

761 761

概算金等金利 68 68 ・出荷契約金及び概算金にかかる金利

保管料・出庫料 265 265 ・農業倉庫保管料

保険料・補償料 1 1 ・盗難保険加入料

運賃 193 193 ・倉庫から実需者までの運賃等

安全・安心等検査費用 7 7
・穀物検定協会による着地検定の取り組みと近江米安
全安心確保対策事業にかかる費用

集約保管経費 108 108 ・集約保管にかかる運賃、入出庫料及び保管料等

その他(パレットリース料、労務費等) 119 119 ・パレットリース料及び労務費負担金等

0 0

121 121 ・集荷対策、政策事務費

49 49

広告宣伝経費 42 42 ・広告宣伝及び販売推進資材等にかかる経費

その他（低温保管対策費　等） 7 7
・5月1日以降保管期間に応じた低温割増保管料及び
産米集荷にかかる資材等

0 0

▲ 21 ▲ 21

県産米推進協議会等経費 4 4
・近江米振興協会広告宣伝費用及び近江米産地説明
会等にかかる経費

監査委員会等経費 0 0 ・監査委員会にかかる費用

その他　（調整金） ▲ 25 ▲ 25 メリット加算（流通経費戻し）

79 79 ・農産物検査にかかる検査料

761 687 ・販売手数料

全農手数料 236 154

ＪＡ手数料 525 533

1,750 1,676 ・販売経費　合計

12,150 12,150 ・出荷時にお支払いした概算金単価

829 1,132 ・令和元年産米の精算金単価

12,979 13,282 ・JA米最終農家手取り額

13,079 13,382 ・地場検査持込料を含めた最終農家手取り額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加算金は令和２年３月にお支払いしています。）

　　　●　上記、精算金は令和3年3月にお支払いしています。

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

支
出

（
控
除

）

　　　●　上記、※は消費税軽減税率対象（8％）税込で計算しています。
　　　●　上記、支出（控除）は消費税軽減税率対象外（10%）税込で計算しています。
　　　●　上記の価格はJA米の価格となります。一般米の価格は　324円/俵（税込）のマイナスとなります。
　　　●　地場フレコン出荷は紙袋代相当分１７０円/俵（税込）を控除いたします。

　生産・集荷・販売等にかかる経費計・・・エ

　需給調整経費　　　　　　　　　　 　　・・・オ

　その他経費計　　　　　　　　　　 　　・・・カ

　　　●　上記、加算金はＪＡグリーン近江が定める地帯別生産メニューに応じてお支払いしています。

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

生産者持込 ・・・・・・⑥=⑤+100円

　検査経費　　　　　　　　　　　　 　 　・・・キ

　手数料計　　　　　　　　　　　　  　　・・・ク

【支出合計】　　・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ+ｶ+ｷ+ｸ

【概算金額】　　　 ・・③

　　　●　販売系経費は、小数点(1円以下金額)の関係で、合計値と内訳が一致しない場合があります。
　　　●　支出（控除）の流通経費は、全農とJAの合計金額で表示しています。

収
入

販売金額

【収入合計】　・・①※

　流通・保管等にかかる経費計　　　・・・ア

　事故処理経費　　　　　 　　 　　　　・・・イ

　集荷対策　事務費　　　　　　　　　　　 　　　・・・ウ

円／６０Ｋｇ（税込み） 円／６０Ｋｇ（税込み）

1等・紙・個袋出荷
項目

1等・紙・個袋出荷

令和元年産米共同計算結果について 日本晴 ヒノヒカリ



令和元年産米共同計算結果

備　　考

・条件

・単位

14,781 16,408 ・年間平均販売価格

14,781 16,408

761 761

概算金等金利 68 68 ・出荷契約金及び概算金にかかる金利

保管料・出庫料 265 265 ・農業倉庫保管料

保険料・補償料 1 1 ・盗難保険加入料

運賃 193 193 ・倉庫から実需者までの運賃等

安全・安心等検査費用 7 7
・穀物検定協会による着地検定の取り組みと近江米安
全安心確保対策事業にかかる費用

集約保管経費 108 108 ・集約保管にかかる運賃、入出庫料及び保管料等

その他(パレットリース料、労務費等) 119 119 ・パレットリース料及び労務費負担金等

0 0

121 121 ・集荷対策、政策事務費

49 49

広告宣伝経費 42 42 ・広告宣伝及び販売推進資材等にかかる経費

その他（低温保管対策費　等） 7 7
・5月1日以降保管期間に応じた低温割増保管料及び
産米集荷にかかる資材等

0 0

▲ 21 ▲ 21

県産米推進協議会等経費 4 4
・近江米振興協会広告宣伝費用及び近江米産地説明
会等にかかる経費

監査委員会等経費 0 0 ・監査委員会にかかる費用

その他　（調整金） ▲ 25 ▲ 25 メリット加算（流通経費戻し）

79 79 ・農産物検査にかかる検査料

681 739 ・販売手数料

全農手数料 154 154

ＪＡ手数料 527 585

1,670 1,728 ・販売経費　合計

12,150 12,150 ・出荷時にお支払いした概算金単価

961 2,530 ・令和元年産米の精算金単価

13,111 14,680 ・JA米最終農家手取り額

13,211 14,780 ・地場検査持込料を含めた最終農家手取り額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加算金は令和２年３月にお支払いしています。）

　　　●　上記、精算金は令和3年3月にお支払いしています。

　　　●　上記の価格はJA米の価格となります。一般米の価格は　324円/俵（税込）のマイナスとなります。
　　　●　地場フレコン出荷は紙袋代相当分１７０円/俵（税込）を控除いたします。
　　　●　販売経費は、小数点(1円以下金額)の関係で、合計値と内訳が一致しない場合があります。
　　　●　支出（控除）の流通経費は、全農とJAの合計金額で表示しています。

【支出合計】　　・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ+ｶ+ｷ+ｸ

【概算金額】　　　 ・・③

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

　　　●　上記、※は消費税軽減税率対象（8％）税込で計算しています。
　　　●　上記、支出（控除）は消費税軽減税率対象外（10%）税込で計算しています。

　事故処理経費　　　　　 　　 　　　　・・・イ

　集荷対策　事務費　　　　　　　　　　　 　　　・・・ウ

　生産・集荷・販売等にかかる経費計・・・エ

　需給調整経費　　　　　　　　　　 　　・・・オ

　その他経費計　　　　　　　　　　 　　・・・カ

収
入 【収入合計】　・・①※

円／６０Ｋｇ（税込み）

　流通・保管等にかかる経費計　　　・・・ア

　　　●　上記、加算金はＪＡグリーン近江が定める地帯別生産メニューに応じてお支払いしています。

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

生産者持込 ・・・・・・⑥=⑤+100円

　検査経費　　　　　　　　　　　　 　 　・・・キ

　手数料計　　　　　　　　　　　　  　　・・・ク

販売金額

支
出

（
控
除

）

1等・紙・個袋出荷 1等・紙・個袋出荷

レーク６５ ミルキークイーン

項目

令和元年産米共同計算結果について

円／６０Ｋｇ（税込み）



令和元年産米共同計算結果

備　　考

・条件

・単位

15,153 14,320 ・年間平均販売価格

15,153 14,320

761 761

概算金等金利 68 68 ・出荷契約金及び概算金にかかる金利

保管料・出庫料 265 265 ・農業倉庫保管料

保険料・補償料 1 1 ・盗難保険加入料

運賃 193 193 ・倉庫から実需者までの運賃等

安全・安心等検査費用 7 7
・穀物検定協会による着地検定の取り組みと近江米安
全安心確保対策事業にかかる費用

集約保管経費 108 108 ・集約保管にかかる運賃、入出庫料及び保管料等

その他(パレットリース料、労務費等) 119 119 ・パレットリース料及び労務費負担金等

0 0

121 121 ・集荷対策、政策事務費

49 49

広告宣伝経費 42 42 ・広告宣伝及び販売推進資材等にかかる経費

その他（低温保管対策費　等） 7 7
・5月1日以降保管期間に応じた低温割増保管料及び
産米集荷にかかる資材等

0 0

▲ 21 ▲ 21

県産米推進協議会等経費 4 4
・近江米振興協会広告宣伝費用及び近江米産地説明
会等にかかる経費

監査委員会等経費 0 0 ・監査委員会にかかる費用

その他　（調整金） ▲ 25 ▲ 25 メリット加算（流通経費戻し）

79 79 ・農産物検査にかかる検査料

694 664 ・販売手数料

全農手数料 154 154

ＪＡ手数料 540 510

1,683 1,653 ・販売経費　合計

11,448 11,448 ・出荷時にお支払いした概算金単価

2,022 1,219 ・令和元年産米の精算金単価

13,470 12,667 ・JA米最終農家手取り額

13,570 12,767 ・地場検査持込料を含めた最終農家手取り額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加算金は令和２年３月にお支払いしています。）

　　　●　上記、精算金は令和3年3月にお支払いしています。

　　　●　上記、加算金はＪＡグリーン近江が定める地帯別生産メニューに応じてお支払いしています。
　　　●　支出（控除）の流通経費は、全農とJAの合計金額で表示しています。
　　　●　販売経費は、小数点(1円以下金額)の関係で、合計値と内訳が一致しない場合があります。
　　　●　地場フレコン出荷は紙袋代相当分１７０円/俵（税込）を控除いたします。
　　　●　上記の価格はJA米の価格となります。一般米の価格は　324円/俵（税込）のマイナスとなります。

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

生産者持込 ・・・・・・⑥=⑤+100円

　　　●　上記、支出（控除）は消費税軽減税率対象外（10%）税込で計算しています。
　　　●　上記、※は消費税軽減税率対象（8％）税込で計算しています。

　手数料計　　　　　　　　　　　　  　　・・・ク

【支出合計】　　・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ+ｶ+ｷ+ｸ

【概算金額】　　　 ・・③

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

支
出

（
控
除

）

　流通・保管等にかかる経費計　　　・・・ア

　事故処理経費　　　　　 　　 　　　　・・・イ

　生産・集荷・販売等にかかる経費計・・・エ

　需給調整経費　　　　　　　　　　 　　・・・オ

　その他経費計　　　　　　　　　　 　　・・・カ

　検査経費　　　　　　　　　　　　 　 　・・・キ

収
入

販売金額

【収入合計】　・・①※

1等・紙・個袋出荷 1等・紙・個袋出荷

　集荷対策　事務費　　　　　　　　　　　 　　　・・・ウ

きぬむすめ その他うるち

項目

令和元年産米共同計算結果について

円／６０Ｋｇ（税込み） 円／６０Ｋｇ（税込み）


