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貸　借　対　照　表

平成3〇年3月31日現在

京都生コンクリート協同組合連合会

・ (単位二円)

資　産　の　部 劔負債の部 

科・　　　　目 仞���ｧ｢�刮ﾈ　　　　　目 仞�ｧ｢�

I.流　動　資　産 偵｢����ｲ��ｲ����｢�ｦ��I i I i 〈 I ○ ○ 」 ��重言流　動　負・債 ����｢��b������｢���一---臆i 

現金及び預金 劔買　　掛　　金 

売　　掛　　金 劔未　　払　　金’ 

預　　け　　金　- 劔未　払　費　用 

Ⅱ.固　定　資産 劔預　　り　　金 � 

[有形固定資産] 劔』、未払法人税等 iⅡ.固・定負債 僮 ( 1 

[無形固走資産] [外部出資その他の資産] 負　債　合　計 

純資産の部 

!工組計誓本金 廿利益剰余金 .利益準備金’ !Ⅲ.組合積立金 廿剰余金 当期未処分利益 ii資本合計 亦������� 

Ⅲ.繰延　資　産 

資　産　一合　計 �� 剳燕ﾂ及び純資産合計 ��

(注)固定資産から直接控除行っている金額

・備品湘鯛累計額,巨≡コ厄



財　産　目　録

平成3〇年3月31日現在

科　　　　目 �4X��������wb�金　　　額 

現　　　　　　金 �,���蝌��,ﾈ��YB� ��手　　　許　　　有　　　高 兪 ��

普通預金 売　掛　金 ��Y?�����������������������

「 

売　掛、金 預　け　金 綿����������������������

・資　産　合　計 � 

未払金 未払費用 未払費用 未払法人税等 ���X俐(,ﾈｨB�9h������d��ﾈ�9Wｹj��R�二∴ 

、　負　債　合.計 � 

差 �����8��j���ﾞ���蜥� 



損益計算重
平成3〇年1月11日から

平成3〇年　3月31目まで

京都生コンクリート協同組合連合会

経常.損益の部　　　　　　　　(単位:円) 

(費用の部) � 

I事等費 ● 事案賀計 ��’I事業収入 ��

物　件　管　理　収　入 

事　　業　　収　　入　　計 

Ⅱ　賦探金収入 

・一　般　賦　課　金　収　入 

事　　業　　総　　利　益 剳渇ﾛ金等収’大計 Ⅲ車乗外収入 

Ⅱ　草葉間接費及び 鳴����.b�?��
一般管理費 

役　　員　　報　　酬 

出　　　　向　　　　料 

広　告　宣　伝　費 

賃　　　　借　　　　料 

消　　耗　　品　　費 

旅　費　交　通　費 

手　　　　数　　　　料’ 

租　　税　　公　　採 

接　待　交　際　費 

通　　　　信　　　　費 

諸　　　　会　　　　費 

新　聞　図　書　費 

貸倒引　当金繰入額 

地　　代　　家　　賃 

会　　　　尊　　　　書∴∴ 

リ　　　ー　　　ス　　　料 

共　　済　　掛　　金 

雑　　　　　　　　　　費 

事案間接費及び-般管理費計 

事　案　利　益　金　額 

Ⅲ　事案外費用 

創　　立　費　償　却 剪焉@案　外　受　取　利　息 

草葉外費用計 剋G　　　　収　　　　入 

経　常　利　益　金　額 剋磨@業　外　収　入　計 

税引前当期純利益 

法　人　税　等　充　当　額 

当　　　期　　　利,　益 



以上の通り、平成29年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算害及び
剰余金処分案を提出致します。

平成3〇年6月12日

一　　　京都生コングノート協同組合連合会

会　長

副　会　長

理　　事

理　　事

理　　事



京都生コンクリート協同組合連合会通常総会議事録

総会召集年月日　平成30年5月8日

開催日時　　　平成30年6月1“2日　16時00分

開催の場所　　京都市南区西九条院町1 7　新都ホテル

護憲　語釈本人出席。人委任状出席。人軸席。人
出席理事の氏名　⊆≡コ(議長兼議事録作成者)、巨三二千、 」三三三コ、 ∈三二工、 E≡コI、

慶三三コ、E三三二コ・、ヒ二二工、 ⊆≡コ、十一一一〇　千

出席監事の氏名亡二二二㌔

議事の経過の要領及び議案別議決の結果

定刻に至り皇三三工は、司会者となり組合員総数及び出席者数を報告、定足数を満たしたおり本総会

の成立を毒す。

まず開会にあたり、議長選任について議場に諮ったところ、司会者一任ときまり、司会者から理事長

.1三三三コを議長に選任することについて提案、全員異議なく賛成した。

よって、議長は挨拶を行い議事に入る。

第1号議案　平成2 9年度事業報告書及び決算関係書類承認の件

謹長は、 ∈≡二王より、中小企業等共同組合第4 0条第8項に基づき苺業報告書、決算関係書類及び

監事の意見書を提出並びに説明させ、議場にその承認を求めたところ全員異議なく賛成、可決決定され

た。

第2号議案　平成3 0年度事業計画、収支予算並びに賦課金の額及び賦課金徴収方法決定の件

議長は⊆三三工より事業計画案・収支予算案並びに賦課金の額及び徴収方法案の説明をさせ、議場に諮

ったところ全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

賦課金の額　　一般賦課金.∴∴壷当り2 0円

賦課徴収方法　その翌月2 5日までに組合事務所に納入する。

第3号議案　平成3 0年度iにおける役員報酬額決定の件
“議長は、七三三二工より、平成3 0年度における役員報酬額案の説明をさせ、これを諮ったところ全員

異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

役員報酬額　理事及び監事巨一二三ユ’

第4号議案　平成3 0年度における組合借入金残高最高限度決定の件

議長は、∈三二二王より、最高限度をl億円とする旨を説明させ、これを諮ったところ全員異議なく賛

成、次のとおり可決決定された。



第5号議案　理事及び監事選挙の律

議長は、役員全員が本総会の終結をもって任期満了となるので、改選する必要がある旨を述へその

選挙方法を諮ったところ「指名推薦」との発言があり出席者全員異議なく賛成、同意が得られた。

よって議長は、選考委員の選任方法及び人数を諮ったところ「議長一任」との発言があり、全員賛成

したので議長は次の選考委貝を指名した。

選考委員.丁二二二千

E二二三‾て!

続いて、選考委員会が開催され、選考委員会から次の各氏が推薦された。

理事

理事

理事

理事

理事

監事

理事

理事

理事

理事

理事

・以上の推薦に基づいて議長は、これらの被指名人を役員と決定するかどうかを諮ったところ全員異議な

く賛成、次のとおり可決決定された。

なお、被選任者ば即時就任を承諾した。

議長は、本総会の審議を終了した旨を告げ1 6時3 0分に閉会を宣す。

本総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、議長兼議事録作成者

は、次に記名押印する。

平成30年6月12日

議長兼議事録作成者理事長・ 〔三三コ



三9京都
府　知　事

し2　　　西脇隆俊　様

平成30年∂月ヅ日

組合の住所及び名称　京都市南区東九条明田町8番地

京都生コンクリート協同組合連合会

組合を代表する理事の氏名　十二_一一「

中小企業等協同組合役員変更届書

中小企業等協同組合法第35条の2の規定により中小企業等協同組合の役員の変更

を別紙の変姜した事項を記載した書面その他の必要書類を添えて届出します。
¥ず



1 ,変更した事項を記載した書面

2,変更の年月日及び変更理由

変更年月日　平成30年8月27日

変更理由　理事亡二ニラ「辞任のため



④



就任承諾書

私は、今艇平準されたのでその就任を稀します。

平成29年　7月12日/.

畢・亡≡≡三三三二コ十

氏名:　巨≡ヨ/

京都生コンクリート協同組合連合会御中

¥㊥/・

り

董



就任承諾書

私は、今般会琴任されたのでその就任を承諾しますo

平成29年7月12日/

住所: E三三≡三三三「

氏名　匿ヨ㊨㊥/

京都生コンクリート協同組合連合会　御中

探
鳥
蹄
蜂
∴
雷
電
g
屯
霧
蜜
横
田
静
聴



就任承諾書

私は、今舶桧長に選任されたのでその就任を承諾します。

平成29年7月12日/

京都生コンクリート協同組合連合会　御中



就任承諾書

私は今般理事に澤任されたのでその就任を承諾します。

平成29年　7月12日/

(㊧{

氏名　匿コ　②)/・

京都生コンクリート協同組合連合会　御中



就任承諾書

私は、今般理チ選任されたのでその就任を承諾しますo

平成29年7月12戸

住所

、、 ・、__/

氏名:　　」二二二コ

京都生コンクリート協同組合連合会　御中

②/



就任承諾書

私は、今般理事撃任されたのでその就任を承諾します。

平成29年　7月12日/

住所: ‾」一一=二二二三三二コ

氏名: ・　　亡三二三ユ

京都生コンクリート協同組合連合会　御中　　　　〉o



就任承諾書

(

私は、今般理事㌍選任されたのでその就任を承諾します。

平成29年7月12・日/

/一‾へ←¥

三

住所: ●亡二一一一一-二二三コ臆

氏名　　　　し二二三]

京都生コンクリート協同組合連合会　御中

㊨/



就任承諾書

私は今般理雪㌍選任されたのでその就任を承諾します。

平成29年　7月.12日

住所:

亡≡≡≡三三三二ュ

氏名　　　　E≡≡コ

京都生コンクリート協同組合連合会御中



回国〇月相可書検事国富軍書掃

就任承諾書

私は、今般埋却種任されたのでその就任を承諾します。

平成29年7月12早/

氏名　　　　盲≡ヨ

京都生コンクリート協同組合連合会　御中

⑦/



∠÷‾‾、 ¥、

国電
¥へ、二〇_/

就任承諾書

私は、今般理事に澤任されたのでその就任を承諾します。

平成29年.7月12日/

住所:　　　　　　　　　　臆臆臆コ

氏名　園　の/

京都生コンクリート協同組合連合会　御中



†　　就任承諾書

私は、今般理事にデされたのでその就任を承諾しますo

平成29年　7月　12日/

住所. :亡__一一一一一一一一‾‾コ

氏名　匿コ　②/

京都生コンクリート協同組合連合会　御中



就任承諾書

私は、今艦事㌍任されたのでその就任を承諾します。

平成29年7月12日/

住所‥　亡__一一一〇〇〇一一。。‾‾‾‾‾丁

氏名　　　　亡≡≡=‡

京都生コンクリート協同組合連合会　御中
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整理番号　チ16)3
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