
(別紙様式第２号）

１　６次産業化法人について

　（１）６次産業化法人の概要

　（２）６次産業化法人の構成員

円 ％

(注)

　（３）６次産業化法人の経営状況

(注)　 1 　売上総利益（C）＝売上高（A）－売上原価（B）

2 　営業利益（E）＝売上総利益（C）－販売費及び一般管理費（D）

3 　経常利益（H）＝営業利益（E）＋営業外収益（F）－営業外費用（G）

4 　税引前当期純利益（K）＝経常利益（H）＋特別利益（I）－特別損失（J）

5 　税引後当期純利益（N）＝税引前当期純利益（K）－法人税等（L）＋法人税等調整額（M）

6 　資産と負債の差額（Q）＝資産（O）－負債（P）　【マイナスの場合、「債務超過」という。】

特別損失（J）

経常利益（H）
当該項目については企業の経営内容の詳細を含むため、

非公開といたします。

売上総利益（C）

営業利益（E）

法人税等（L）

法人税等調整額（M）

資産と負債の差額（Q）

税引後当期純利益（N）

負債（P）

税引前当期純利益（K）

資産（O）

営業外費用（G）

特別利益（I）

営業外収益（F）

売上原価（B）

販売費及び一般管理費（D）

売上高（A）

項目

29 158,800,000 100.0

　備考欄には、農業生産法人である場合に農地法第２条第３項第２号に掲げる要件のいずれかを記入すること。この場合、常時従事者
は「常」、農地等の使用収益権を移転・設定しているときはその旨を記入すること。

当該項目については個人情報を含むため、非公開といたします。

構成員の氏名 年齢
住所・所在地

（都道府県市町村名）
出資金額 出資比率

代表取締役　澤浦　彰治 平成6年3月10日

主たる事務所の住所 群馬県利根郡昭和村赤城原８４４－１２
TEL
FAX

セキュリティーに配慮し、非公開といたします。

平成２３年度 ６次産業化推進整備事業（農業主導タイプ）実施計画

６次産業化法人の名称 組織の形態 代表者名 設立年月日

グリンリーフ株式会社 農事組合法人以外の農業生産法人

備考
（農業生産法人である場合）



　（４）６次産業化法人の現状及び課題

[事業に取り組むこととなった背景]
　内部的には、栽培した野菜を無駄にしないようにして生産性を高め所得を上げることと、飽和状況になった冷凍野菜の食味
を向上させて競争力を高めること、今までにない下処理野菜を生産することで付加価値を高める必要性が出てきました。
　また、外部的な要因では、女性の社会進出などで料理にかける時間を省くようになり、また高齢化も手伝って生の野菜を1つ
購入するだけの必要性が低くなり、野菜の消費自体が減ってきている状況です。手軽に使用できる野菜は主に外国産である
ことが多く、これを国産野菜に置き換えていくために、生産から加工まで一貫した仕組みと、新しい商品開発に一体として取り
組む必要が出てきました。
　また、近年の不況は地域の雇用環境を悪くしていている状況です。そのような中で、地域で生産した農産物に付加価値を付
けることで地域雇用を生み出し地域経済にすこしでも貢献していくことが求められています。
　これらの背景が有る中で、以前からこれらの問題意識を共有していたパルシステム生活協同組合連合会から、下処理野菜
の共同開発の依頼があり、更に外食などの業務向けからの要望もあり取り組むことになりました。

６次産業化の展開方針

[６次産業化の展開方針]
　今回の取組の目的は、自社生産した野菜に付加価値を付けて販売し自社の経営を安定化させていくことと共に、契約栽培
で無駄になっている地域野菜を活かすことで農業の所得向上と、雇用の場を増やして地域経済を活性化させることにありま
す。
　今回取り組む主な商品は、大根の下処理野菜、下味を付けブランチングの温度帯を変えた冷凍ブロッコリーと冷凍ほうれん
草です。
　これらの商品を一年間供給するために大根の場合、私たちの農場が生産するのに季節的な要因があるので約５０％を自社
生産すると共に、促進事業者の野菜くらぶから不足分を手当てして加工をしていく計画であります。
　また、ほうれん草、ブロッコリーに関しては契約栽培の場合、受注のタイミングと生育のタイミングが合わずに出荷が出来な
いときがあり、廃棄することが多いですが、それら余剰野菜を活かすと共に計画的に栽培をして青果での出荷と冷凍野菜とし
ての販売で安定した供給体制を整え、需要者への信用を高めていくことと、ブランチング（野菜をお湯の中に入れてゆでる作
業）の温度帯を変えたり下味を付けたりすることで、今までよりも品質を高めて有利販売に繋げていく方針です。
　ほうれん草の場合、ブランチングの温度を従来の95℃1分から、50℃1分後に95℃10秒という行程に変えることで食味検査に
おいて明らかに高い評価を受けました。この処理方法は元ホテルオークラの総料理長だった星さんが現役時代に野菜の味を
生かす調理法として開発して使用していた技術で、それを今回ご教授いただき取り入れています。

[雇用]
　平成23年2月決算時で65名の従業員が働いている状況です。前年にはそれまで弊社で研修をしていた若者が前橋市で独立
して農業を始めました。
　現在、地域の中では中核的な雇用提供の場となってきて、毎年新卒の大学生、または地元高校生を採用すると共に、子育
て世代の主婦を中心とした採用、定年退職者の再雇用をしています。特に、子育て世代の短時間労働者にも社員と同じように
雇用保険は勿論、厚生年金や健康保険などの福利厚生も整備しています。
　しかしながら、一部の管理者に業務が集中し労働時間が長いなど、まだまだ解決しなければならない状況がたくさんありま
す。今回の新商品開発と販売を進めて生産性を高めて人財育成を進め、労働条件の改善をしていきたいと思います。

現状と課題

[概要]
　グリンリーフ株式会社は、平成21年にこんにゃく芋（栽培面積600a）、白菜（栽培面積200a）、ほうれん草（栽培面積133a）、ブ
ロッコリー（栽培面積100a）を日本農林規格の有機認証を取得し栽培をしています。その農産物を原料に自社の工場で板こん
にゃくやシラタキ、漬物や冷凍野菜にして全国のスーパー、生協などに販売をしています。
　特に日本農林規格の有機農産物の栽培から加工、販売まで手がけていて漬物や冷凍野菜などの加工品においても、添加
物は勿論アミノ酸等の人工調味料を一切使用しないことから、生協のプライベートブランド商品の共同開発や外食産業からの
生産依頼が多くあります。
　自社の農場で生産した農産物を加工、販売をしている農業法人です。

[沿革]
　グリンリーフ株式会社の創業は昭和38年に、現社長の父である澤浦広治が、戦後開拓してその後離農した人の耕作放棄地
を買い求めて農業を家族経営で始めたのがスタートです。その後、こんにゃく芋の栽培、アスパラガスの栽培、大根の栽培や
養豚などを行う複合経営に発展してきました。
　平成2年に農産物の輸入自由化が決まり農業における外部環境が大きく変わる中で、「自分が栽培した農産物に自ら値段を
付けて売る農業」を目指して、自分で育てたこんにゃく芋を原料にして家庭用ミキサー5台と大鍋を使って手作業で生芋こん
にゃくの製品加工を始めました。
　その後、当時珍しかった生芋こんにゃくをお客様から支持していただき、こんにゃく芋の生産、加工、販売まで一貫した農業
経営に発展して、平成6年には家族経営からグリンリーフ有限会社として法人化、平成13年には農業生産法人の要件緩和が
あり社員持株会で働く人も出資できる株式会社化を果たしました。
　そして、平成9年頃から手探りで始めていた漬物加工や冷凍加工を本格的に始めるために、平成15年にはアグリビジネス投
資育成㈱から出資をしていただき、また働いている17名の人からも出資をしていただき約110，000千円の増資をして漬け物冷
凍野菜工場を建設して無添加漬物と有機冷凍野菜を本格的に始めました。
　この間、家族から始まった小さな農業経営が65人の雇用を生み出す経営になりました。これは平成9年から始まった「新農業
人フェア」や平成11年から始まった「農業インターンシップ」などを利用して農業外から農業をやりたい人の雇用を積極的に
行ったことで実現しました。
　当時はまだ、地域の中でも法人化して農業外から人財を雇用して農業をする経営形態は全くありませんでしたが、現在では
多くの農業法人がそのスタイルを取り入れて毎年新規採用をしています。
　また、地域の農業後継者と一緒に平成4年に野菜の販売組織（㈱野菜くらぶ）を立ち上げその運営において中心的な役割も
果たしています。
　これらの取組を評価していただき平成20年には農林水産祭において天皇杯を受賞しました。
　そして、平成22年には乙種株式（農産物優待券付き無議決権無配当株式）を発行して、15名の方から11，000千円の出資を
していただき、私たちの農場の応援団になっていただきました。

[商品]
　日本農林規格の有機栽培で蒟蒻芋、ほうれん草、コマツナ、白菜などを行い、それらを原料に板蒟蒻やシラタキ、漬物、冷
凍野菜に加工をして、全国のスーパー、生協、外食など240社に直接販売をしています。
　特にこんにゃく芋の生産と加工に関わる有機ＪＡＳ認証を日本で初めて取得して、その制度が出来る20年前からお客様から
一定の評価をいただいています。
　平成22年には食品安全に関するＩＳＯ22000取得を農業生産法人として初めて取得して、ＪＡＳ有機認証とあわせてお客様か
らの安全安心に対する信用力を高めました。
　そのような取組の中で現在は生協や外食産業などからの商品開発の依頼が多くあり、漬物では「糖絞り大根」「糖絞りゆず
大根」「農家の白菜漬け」、冷凍野菜では「あしながブロッコリー」「有機冷凍ほうれん草」など数多くのヒット商品を生み出して
[所得]
　23年2月決算期での役員報酬総額は28，710千円（4人）　　社員給与総額は49，135千円（12人）　　時間給社員給与総額は
87，397千円（53人）でした。また、時間給社員さんも年間雇用形態をとっていて労災や失業保険は勿論、健康保険や厚生年
金にも加入をしていますので、この他に16，604千円の法定福利費も負担をしています。
　会社として健全な成長と社員の所得向上をしていくためには、売上高経常利益率が１０％必要ですが、現状はまだそれには
届かず１．５％～３％位の所を前後している状況です。今後、健全な成長をして、国産農産物の価値向上をしてお客様に国産
農産物を普及していくと共に働く人たちの所得向上と地域における雇用創出のために利益率を上げていく必要があります。



　　①農業生産

ｈａ ｔ ｈａ ｔ

ｈａ ｔ ｈａ ｔ

ｈａ ｔ ｈａ ｔ

ｈａ ｔ ｈａ ｔ

ｈａ ｔ ｈａ ｔ

ｈａ ｔ ｈａ ｔ

　　②加工（２次産業分野）

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

　　③流通・販売（３次産業分野）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

２　連携法人について 該当なし

３　成果目標及び達成プログラム

　（１）目標設定

千円 千円 千円 千円 千円

％ ％ ％ ％ ％

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

　（２）目標設定の考え方

(地域の活性化に関する成果目標)

　[　研修生の受け入れ　]

　農業後継者や農業法人等の後継者の研修の受け入れや、これから農業経営をしていく人の独
立のための研修受け入れを行っていく。

項　目 目標設定の考え方

(所得の向上に関する成果目標)

　売上高の増加

　既存商品の売り上げアップと共に、新商品の売り上げ増加を目標値に入れた。特に新商品の売
り上げについては、その販売の中心になるパルシステムのＰＢ開発と販売予想を既存商品の販
売力から割り出した。

(雇用の創出に関する成果目標)

　雇用者の増加

　高校、大学などの新卒の定期採用を行っていく。

(地域の活性化に関する成果目標)

[　研修生の受け入れ　]
0 0.0 1.0 1.0 1.0

(雇用の創出に関する成果目標)

　雇用者の増加
65 66 67 68 70

－ 110 121 126 131

(所得の向上に関する成果目標)

　売上高の増加

686,528 758,269 830,000 867,000 898,290

項目
計画時

（平成22年度）
１年度目

（平成23年度）
２年度目

（平成24年度）
３年度目

（平25年度）
４年度目

（平成26年度）

仕入れ販売 ところてん他 4,295 5,000

計 686,528

農産物 こんにゃく芋、ブロッコリー、白菜、他 62,013 100,000

加工品 蒟蒻製品、漬物、冷凍野菜、下処理野菜 620,220 793,290

下処理野菜 大根の下処理野菜 0 146

作物・部門別 内容
販売額

計画時 目標年度

計

こんにゃく加工 板こんにゃく、シラタキ等 697 800

冷凍野菜 ほうれん草、ブロッコリーなど 134 158

漬物加工 白菜漬け、糖絞り大根など

大根 0 0 1.77 104.3

作物・部門別 内容
製造量

計画時 目標年度

こんにゃく芋 6 174 7.3 284

ブロッコリー 1 20 2.59 53.5

作物・部門別
計画時 目標年度

作付面積等 生産量 作付面積等 生産量

2.31 70.9

345 402

白菜 2 130 3 195

ほうれん草 1.33 40

1,506

898,290

計 10.33 364 16.97 707.7

1,176



４　整備計画等

（１）施設等の整備計画

1 ㎡

2

3

4

1 円
円 円

円
8

年

2

3

4

計

（注）

（２）事業費低減の方策

（３）関連事業

　　他の補助事業で整備した機械・施設等

該当なし

工場増設 複数社から見積もりをとり、競争入札による業者の指名をする

下処理計量機械 複数社から見積もりをとり、競争入札による業者の指名をする

事業名 事業内容 実施年度 利用計画 利用実績 利用率（％）

２　工期欄には、申請時にあっては着工及び竣工予定年月日を、実績報告時にあっては実際の着工及び竣工年月日
　を記入すること。

３　融資先欄には、自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受けようとする場合に記入すること。

４　備考欄には、国庫補助率の上限を記入するとともに、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合
　には減額した金額を、仕入れに係る消費税相当額がない場合には「該当なし」と、仕入れに係る消費税等相当額が明
　らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入すること。

５　補助金実績報告時において、承認のあった事業実施計画のうち整備計画の内容に変更が生じた場合には、本様式
　の４の（１）整備計画を修正して添付すること。

施設等名 事業費低減の具体的方策

　　（参考）仕入れに係る消費税等相当額を減額した場合の備考欄の記載方法
　　　　「 除税額　○○円※1　うち国費　○○円※2 」

　　　　　※1　総事業費 × 5 ÷ 105 ＝ 「除税額（小数点以下切り捨て）」
　　　　　※2　国庫補助金 ÷ （総事業費-除税額） ＝ a（小数点第６位以下切り捨て）
　　　　　　　　 除税額 × a ＝ 「うち国費（小数点以下切り捨て）」

76,841,057 35,483,000 41,358,057 0

金融機関名

76,841,057 政策金融公庫35,483,000 41,358,057

償還年数

除税額3,659千円うち国費1,774,114円

№ 総事業費

負担区分 融資先

備考
国庫補助金 自己資金 その他

群馬県利根郡昭和村赤城原844－16

竣工（予定）
年月日

グリンリーフ株式会社 農畜産物加工施設
増築98.4㎡

加工機械一式
平成23年11月1日 平成24年3月31日

№ 事業主体名

整備内容 工期
機械・施設の

設置・保管住所施設名
事業量

(規模、台数等）
着工（予定）

年月日

１　国庫補助金は千円単位とすること。



（４）機械・施設等の利用計画

（注）１　機械・施設等ごとに作成すること。

　　　２　処理量は機械・施設等に応じて、（ｔ・千円・ｈａ）等を記入すること。

５　費用対効果分析

総事業費：A（千円）

１　効果の内訳（年効果額）：B（千円）

（１）直接効果

　①生産向上効果

　②経費節減効果

　③経営基盤保全効果

　④農外所得増加効果

（２）間接効果

　①地域所得増加効果

　②洪水防止効果

　③水源かん養効果

　④土壌浸食防止効果

　⑤土砂崩壊防止効果

　⑥有機性廃棄物処理効果

２　直接効果比率：直接効果額/年効果額

３　廃用損失額：C（千円）

４　還元率：D

５　総合耐用年数

６　妥当投資額：E＝B/D－C

７　投資効率：F＝E/A

11.0

0.11

220,422

2.86

1

－

76,519

-51,358

76,841

25,161

ほうれん草
ブロッコリー
大根

４５６ｔ

　今回の商品はパルシステムのプライベートブランドでの扱いを目指しているので、その販
売力から加工する下処理大根の販売数とそれに使用する原料を割り出しました。
　また、ブロッコリーやほうれん草についても同じように需要者からの要望に基づいた加工
量とそれに使用する原材料の量を割り出しました。

項目 効果等 備考

154,437

事業実施主体
（管理主体）

構造・規格

対象作目 稼働計画（処理量）/年間 適正かつ十分な利用が見込まれる理由

グリンリーフ株式会社

下処理野菜加
工のための皮
むき、カット洗
浄、計量袋詰
め、残渣処理
に関わる機能
を持つ

一式
職員　　　６人

パート　２４人
年間

179,441

規模・台数
管理運営
従事者

利用（稼働）期間
施設運営に係る

収入/年間（千円）
施設運営に係る

支出/年間（千円）


