
備　　考

条件

単位

48,999 年間平均販売価格

48,999

・・・ア 16,774

140 概算金にかかる金利

9,555 県内・県外倉庫の保管・入出庫に係る経費

43 品質検査の分析経費

4,182 倉移し等物流に係る運賃

2,854 フレコン維持管理に係る諸経費および麦バラ出荷施設運営経費等

・・・イ 6,719 販売手数料

1,821

4,898

・・・ウ 民間流通麦地方連絡協議会等に係る諸経費

・・・エ 10 監査に係る人件費、交通費等諸経費

・・・オ 725

300 国内麦流通円滑化特別対策事業に係る規格外麦の拠出金

425 流通を円滑に図るための実儒者引取運賃の一部助成

0

【支出合計】　　   ・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ 24,228

17,290 出荷時にお支払いした概算金単価

7,481 令和２年産麦の精算金単価

24,771 最終農家手取り額

●概算金支払時に共同乾燥施設水分別利用料等と併せて検査手数料891円/ｔ（税込）を控除しています。

●　流通経費は、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。

●　上記精算金は令和４年２月に支払いしています。

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

●　支出の流通経費は、軽減税率対象外（10%）を適用しています。
　　　また、流通経費内訳は、全農とJAの合計金額で表示しています。

監査委員会費用

　その他経費計

規格外麦の共助金（不課税）

条件付契約麦の生産者負担金（不課税）

自然災害に起因する対策共助経費

【概算金額】　　　 ・・③

その他流通・保管等に係る経費

　手数料計

全農手数料

ＪＡ手数料

民間流通麦地方連絡協議会等経費

収
入

販売金額

【収入合計】　・・①

支
出

　流通・保管等にかかる経費計

概算金等金利（非課税）

保管料・入出庫料等

安全・安心等検査費用

集約保管等経費

令和２年産麦生産者の皆様へ

　　皆様方から出荷頂きました、令和2年産麦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。

令和２年産麦共同計算結果について びわほなみ

項　　目
１等

円／ｔ（税込み）



備　　考

条件

単位

48,459 年間平均販売価格

48,459

・・・ア 16,764

130 概算金にかかる金利

9,555 県内・県外倉庫の保管・入出庫に係る経費

43 品質検査の分析経費

4,182 倉移し等物流に係る運賃

2,854 フレコン維持管理に係る諸経費および麦バラ出荷施設運営経費等

・・・イ 6,719 販売手数料

1,821

4,898

・・・ウ 0 民間流通麦地方連絡協議会等に係る諸経費

・・・エ 10 監査に係る人件費、交通費等諸経費

・・・オ 725

300 国内麦流通円滑化特別対策事業に係る規格外麦の拠出金

425 流通を円滑に図るための実儒者引取運賃の一部助成

0

【支出合計】　　   ・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ 24,218

17,193 出荷時にお支払いした概算金単価

7,048 令和２年産麦の精算金単価

24,241 最終農家手取り額

●概算金支払時に共同乾燥施設水分別利用料等と併せて検査手数料891円/ｔ（税込）を控除しています。

●　流通経費は、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。

●　上記精算金は令和４年２月に支払いしています。

令和２年産麦生産者の皆様へ

　皆様方から出荷頂きました、令和2年産麦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。

農林６１号

1等

円／ｔ（税込み）

収
入

保管料・入出庫料等

安全・安心等検査費用

令和２年産麦共同計算結果について

項　　目

その他流通・保管等に係る経費

　手数料計

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

販売金額

【収入合計】　・・①

　その他経費計

規格外麦の共助金（不課税）

支
出

　流通・保管等にかかる経費計

概算金等金利（非課税）

民間流通麦地方連絡協議会等経費

監査委員会費用

集約保管等経費

自然災害に起因する対策共助経費

条件付契約麦の生産者負担金（不課税）

●　支出の流通経費は、軽減税率対象外（10%）を適用しています。
　　　また、流通経費内訳は、全農とJAの合計金額で表示しています。

全農手数料

ＪＡ手数料

【概算金額】　　　 ・・③



備　　考

条件

単位

43,340 年間平均販売価格

43,340

・・・ア 16,724

90 概算金にかかる金利

9,555 県内・県外倉庫の保管・入出庫に係る経費

43 品質検査の分析経費

4,182 倉移し等物流に係る運賃

2,854 フレコン維持管理に係る諸経費および麦バラ出荷施設運営経費等

・・・イ 6,719 販売手数料

1,821

4,898

・・・ウ 0 民間流通麦地方連絡協議会等に係る諸経費

・・・エ 10 監査に係る人件費、交通費等諸経費

・・・オ 725

300 国内麦流通円滑化特別対策事業に係る規格外麦の拠出金

425 流通を円滑に図るための実儒者引取運賃の一部助成

0

【支出合計】　　   ・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ 24,178

11,394 出荷時にお支払いした概算金単価

7,768 令和２年産麦の精算金単価

19,162 最終農家手取り額

●概算金支払時に共同乾燥施設水分別利用料等と併せて検査手数料891円/ｔ（税込）を控除しています。

●　流通経費は、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。

●　上記精算金は令和４年２月に支払いしています。

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

●　支出の流通経費は、軽減税率対象外（10%）を適用しています。
　　　また、流通経費内訳は、全農とJAの合計金額で表示しています。

監査委員会費用

　その他経費計

規格外麦の共助金（不課税）

条件付契約麦の生産者負担金（不課税）

自然災害に起因する対策共助経費

【概算金額】　　　 ・・③

その他流通・保管等に係る経費

　手数料計

全農手数料

ＪＡ手数料

民間流通麦地方連絡協議会等経費

収
入

販売金額

【収入合計】　・・①

支
出

　流通・保管等にかかる経費計

概算金等金利（非課税）

保管料・入出庫料等

安全・安心等検査費用

集約保管等経費

令和２年産麦生産者の皆様へ

　皆様方から出荷頂きました、令和2年産麦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。

令和２年産麦共同計算結果について ミナミノカオリ

項　　目
２等

円／ｔ（税込み）



備　　考

条件

単位

41,439 年間平均販売価格

41,439

・・・ア 16,754

120 概算金にかかる金利

9,555 県内・県外倉庫の保管・入出庫に係る経費

43 品質検査の分析経費

4,182 倉移し等物流に係る運賃

2,854 フレコン維持管理に係る諸経費および麦バラ出荷施設運営経費等

・・・イ 6,719 販売手数料

1,821

4,898

・・・ウ 民間流通麦地方連絡協議会等に係る諸経費

・・・エ 10 監査に係る人件費、交通費等諸経費

・・・オ 300

300 国内麦流通円滑化特別対策事業に係る規格外麦の拠出金

流通を円滑に図るための実儒者引取運賃の一部助成

0

【支出合計】　　   ・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ 23,783

14,796 出荷時にお支払いした概算金単価

2,860 令和２年産麦の精算金単価

17,656 最終農家手取り額

●概算金支払時に共同乾燥施設水分別利用料等と併せて検査手数料891円/ｔ（税込）を控除しています。

●　流通経費は、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。

●　上記精算金は令和４年２月に支払いしています。

令和２年産麦生産者の皆様へ

　皆様方から出荷頂きました、令和2年産麦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。

令和２年産麦共同計算結果について ファイバースノウ

項　　目
1等

円／ｔ（税込み）

収
入

販売金額

【収入合計】　・・①

支
出

　流通・保管等にかかる経費計

概算金等金利（非課税）

保管料・入出庫料等

安全・安心等検査費用

集約保管等経費

その他流通・保管等に係る経費

　手数料計

全農手数料

ＪＡ手数料

民間流通麦地方連絡協議会等経費

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

●　支出の流通経費は、軽減税率対象外（10%）を適用しています。
　　　また、流通経費内訳は、全農とJAの合計金額で表示しています。

監査委員会費用

　その他経費計

規格外麦の共助金（不課税）

条件付契約麦の生産者負担金（不課税）

自然災害に起因する対策共助経費

【概算金額】　　　 ・・③



備　　考

条件

単位

44,798 年間平均販売価格

44,798

・・・ア 16,774

140 概算金にかかる金利

9,555 県内・県外倉庫の保管・入出庫に係る経費

43 品質検査の分析経費

4,182 倉移し等物流に係る運賃

2,854 フレコン維持管理に係る諸経費および麦バラ出荷施設運営経費等

・・・イ 6,719 販売手数料

1,821

4,898

・・・ウ 0 民間流通麦地方連絡協議会等に係る諸経費

・・・エ 10 監査に係る人件費、交通費等諸経費

・・・オ 300

300 国内麦流通円滑化特別対策事業に係る規格外麦の拠出金

流通を円滑に図るための実儒者引取運賃の一部助成

0

【支出合計】　　   ・・②=ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ 23,803

18,198 出荷時にお支払いした概算金単価

2,797 令和２年産麦の精算金単価

20,995 最終農家手取り額

●概算金支払時に共同乾燥施設水分別利用料等と併せて検査手数料891円/ｔ（税込）を控除しています。

●　流通経費は、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。

●　上記精算金は令和４年２月に支払いしています。

令和２年産麦生産者の皆様へ

　皆様方から出荷頂きました、令和2年産麦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。

令和２年産麦共同計算結果について サチホゴールデン

項　　目
1等

円／ｔ（税込み）

収
入

販売金額

【収入合計】　・・①

支
出

　流通・保管等にかかる経費計

概算金等金利（非課税）

保管料・入出庫料等

安全・安心等検査費用

集約保管等経費

その他流通・保管等に係る経費

　手数料計

全農手数料

ＪＡ手数料

民間流通麦地方連絡協議会等経費

【精算金額】　　 　・・④=①-②-③

【農家手取額】 　 ・・⑤=④+③

●　支出の流通経費は、軽減税率対象外（10%）を適用しています。
　　　また、流通経費内訳は、全農とJAの合計金額で表示しています。

監査委員会費用

　その他経費計

規格外麦の共助金（不課税）

条件付契約麦の生産者負担金（不課税）

自然災害に起因する対策共助経費

【概算金額】　　　 ・・③


