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中小企業等協同組合法第105条の2第1項(及び第2項)の規定により別紙の中小企業等協同組合

の決算関係書類を提出しますo



事　　業　　報　　告　　書

自　平成26年　4月　1自

室　平成27年　3月31日

I　事業活動の概況に関する事項

1事業年度(末日)における主要な事業内容・当該事業年度における事業の経過及びその成果

(1)組合及び組合員をめぐる経済・経営状況

「ァぺノミクス」の名の下での公共投欝で活況なのは首都圏のみで、地方はその雫すら落

ちてこず、 -部輸出系大企業だけが利益を享受し、中小零細企業を含む末端経済は、末だ冷

え切ったままです。

I 2014年度の生コン出荷量では、前年比全国が107%、近畿では100%であり、需

要動向は消費税増税前の駆け込み需要から、極端な反動減には至らなかったものの、好転の

兆しもなく、かろうじて現状維持を保っている状況となっています。大都市圏では相当の

出荷量があるものの、原料費や人件費の高騰など組合員を取り巻く環境は依然厳しいために

協組経営も安定しない状況となっています。

(2)共同事業の実施状況J

①共同販売事業

販売数量・1, 182, 919.46請　販売手数料177・ 453, 76〇円

供　心施状況　>②教育及び情報の提供の実施状況 

開催日 丶ｨﾜ8�ｨ��出席組合員数 偃X,�>�vR�

26.4.17 26.7.8 仄i:���4�8ｸ4r�本人13名　■ ��韜hｼhｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDb�

委任7名 �"��c��弌�-c��ｸﾉyﾘ馼檍ｷ�-��c域ﾈ�Y�c弌�}X鳬�ﾘ檍,�*�*�.��

3Fホール2 宙裴�檍蹴��主要な決議・報告事項確認 

本人2名 �2�+ｸ,ﾉ�ﾈ�ｵ陌�9｢�

協同会館アルエ 3Fホール2 冏ｹ�ﾄ的kﾈ�R�勾D3Ykﾂ�1.事業活動報告に関する報告と確認 
2.第112回へ1I4回理事会及び第`!5回全社会、第6回通常総会 

における主要な決議・報告事項確認 



26.8.5 刎Y:���4�8ｸ4r�4h7ｨ�ｸ8ｳ"�本人15名 委任5名 ��8��.仂hｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDb�←2・第115回理事会及び第46国会社会における主要な決議・報 

告事項確認 

26.9.18 仄i:���4�8ｸ4r�4h7ｨ�ｸ8ｳ"�本人13名 鳴韜hｼhｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDh���1委任7名 �(�Y�c��h��yﾘ馼檍ｷ�-��cCxﾙ�檍��檍,�*�*�.偃Ywh,以宛8�Y_��

告事項確認 

26.10.2l 仄i:���4�8ｸ4r�本人13名 ��韜hｼhｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDb�

2・第117回理事会における主要な決議・報告専項確認 

3Fホール2 ��3ikﾂ�3・その他　電気料金の節約の件・懇親ソ7-(案)について報 

告・確認 

26.11.17 仄i:���4�8ｸ4r�4h7ｨ�ｸ8ｳ"�本人14名 委任5名 ��韜hｼhｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDb�2・第118回埋草会における主要な決議・報告事項確認 

3・その他「勅宣言」プレ・フォーラムの内容報告・確認 

26.12.9 仄i:���4�8ｸ4r�本人12名 ��顏hｼhｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDb�
2・第I19園理事会における主要な決議・報告事項確認 

3F水「レ2 ��3ykﾂ�3・その他　賛助会員脱退の件、近畿生コンクリート圧送協同組合理 

事長交代の件　報告・確認 

27.l.27 仄i:���4�8ｸ4r��4h7ｨ�ｸ8ｳ"�本人14名 委任4名 ��韜hｼhｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDb�2・臨時理事会・第120回理事会における主要な決議・報告事 

項確認 

27.3.5 仄i:���4�8ｸ4r�4h7ｨ�ｸ8ｳ"�本人14名 委任5名 ��韜hｼhｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDb�

2・臨時理事会・第121回埋草会における主要な決議・報告事 ��

項確認 

3・その他　理事会・全社会日程及び当面の諸行事日程につい 

て　報告・確認 ��

27.3.11 仄i:���4�8ｸ4r�本人14名 ��韜hｼhｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDb�2・第122回理事会における主要な決議・報告事項確認 ��

3Fホール2 　ヽ÷ ��3Ykﾂ�3・その他　三役会・全社会日程の報告、当面の諸行事日程に 

ついて報告・確認 

27.3.25 仄i:���4�8ｸ4r�4h7ｨ�ｸ8ｳ"�本人14名 委任5名 ��韜hｼhｨ�:饑�ﾙ�,亊h+x.兩�ﾙ�,hｦﾙDb�

2.第122回理事会以降の報告事項について報告一確認 

3.その他　当面の予定について報告 



2　増資及び資金の借入れその他の資金調達の状況

当該事業年度中の資金調達はございません

3　設備投資の状況　当該事業年度中に設備投資はございませんへ

4　業務提携等重要事項の概要

大阪市東淀川区淡路3丁目6番3 1号

一般社団法人グリーンコンクリート研究センター　(研究開発委託)

5　直前3事業年度の財産及び損益の状況(当該事業年度は含まない。) 、ノ

項　目 �����ｯ｢�前前期 �������｢�

(平成25年度) 忠[ﾙ�ﾃ#ID�7ｒ�(平成23年度) 

資産合計 �#crﾃ�ヲﾃs�2�243,669,652 �#3RﾃCsbﾃ33��

純資産合計 鼎づ�Srﾃャr�6,277,371 ��##rﾃ#��ﾃ�C2�

事業収益合計 ���2ﾃsビﾃピ��196,752,700 ��ヲﾃS��ﾃ�#2�

当期純利益金額 鼎"ﾃ���ﾃS�b�33,687,414 ��#cbﾃ�#"ﾃ�S��

6　対処すべき重要な事項・組合の現況に関する重要な事項¥ノ

) 。運営組織の状況に関する事項

l　総会の開催状況

開催日 丶ｨﾜ8�ｨ��出席状況 偃X,宛8粂,ﾈｶ8ﾈ��8ｻY9��

26.5.登7 ����5�8�4X4ｸ8倆B�7ｨ6X8ｹ�Xﾞ2�出席役員 ��c�ﾘhｶ8粂��[ﾙ�ﾃ#YD�7磯hｼi_�ﾙ�ｷ�-�ﾈ亥ｩ_�ﾙ�,ﾈﾈ��

理事10人 冓��ｨ自'h,X�9Db�

監事1人 ��c(ﾘhｶ8粂��[ﾙ�ﾃ#iD�7磯hｼhﾇh枌�B亶�-�uﾈ蠅�B�,ﾈﾈ��

通常総会 剌o席組合員 冓��ｨ耳自'h,X�9Db�

本人15人 ��c8ﾘhｶ8粂�h+ｸ,ﾉ�ﾂ亥顋X檍醜,ﾈﾈ��-���Yｹyﾘ駟+x�D8,ﾈﾈ��

委任5大 兩�ﾙ��



協同会館アルエ

3F　ホール2

出席役員

理事10人

監事1人

出席組合員

本人16人

委任3人

第l号議案(特別)音賦課金(旧「販売手数料」、而あたり240

円)の未収債権放棄の件

満場一致で承認可決

第2号議案　(特別)賦課金額変更の件

満場一致で承認可決

第3号議案　その他追加議案

(与) (仮称) 「禍算委員会」を設立‾;訓I“

満場一致で承認可決

②品質保証・品質向上積立金を緒舞に充当する件

満場一致で承認可決

2　理事会の開催状況

第1号議案　報告事項

・経過報告

・ 3月度収支報告

・各種委員会料告

協同会館アルエ

きF　ホール1

理事9人

監事l人

・ ㈱戎生つンの件について報告　　　　　　　承認

・ 14牢政策春闘の経過と現状の件について報告

確認

第2号議案　審議事項

・連帯フェスタ2d14へのルハ●の件　　　　　　　承認

・ i被災地の千㌢も保養ブル’ェ外iご協力のお願い

の件　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

・ 「オール沖縄に連帯しアシ’了の平和をめざす関西の集

い」協賛金の件　　　　　　　　　　　　承認

・卵-ンセンター後援会案内の件　　　　　　　確認

・第9回職員研修の件　　　　　　　　　　承認

第3号議案　その他事項

・理事会・通常総会・三役会議日程の件　　確認



26.5.22 仄i:���4�8ｸ4x�R�理轟Il人 ��c�ﾘhｶ8粂��_�ﾙ�馼ﾘ�� 

・経過報告　　　　　　　　　　　承認 

・平成26年4月度収支報告の件　　　　　承認 

・各種委員会報告　　　　　　　　　承認 

・賛助会員5社に対する件　　　　　承認 　　　　　∴ヽ. 

・㈱ルド代表取締役変更の件　　　　　確認 

第2号議案　審議事項 

・第6回通常総会に関する件　　　　　承認 

・懇親会式次第及び任務分担の件　　　　承認 

・第43回協同会館ア妨・関連団体代表者会議確認事 

項の件　　　　　　　　　　　確認 

・大阪府中小企業団体中央会「建設業協議会」の出 

3F　れルl 豫H馗��ﾂ�席の件　　　　　　　　　　　　承認 

・関連団体総会日程及び参加者要諦の件 

確認・承認 

・元気ネか大阪「講演と懇親の集い」ご案内の件 

確認・承認 

第3号議案　その他事項 

・通常総会・理事会・全社会議日程の件 

確認 

・通常総会・懇親会会場の見積書の内容について 

報告　　　　　　　　　　　承認 

・国案副理事長理事職辞任の件　確認’承認 

・販売店会予算の件　確認・承認 第l号議案報告苺項 ・経過報告　　確認 

26.6.18 仄i:��几�8ｸ4r�理事9人 � 

・平成26年5月度度収支報告の件　確認・承認 

・各種委員会報告　　　　　　確認・承認 

・近畿地区の生つン業界現状について　　確認 

3F∴ポー呪 豫H馗��ﾂ�第2号議案　審議事項 

・第掴沖縄意見広告運動関西集会の件　承認 

・大阪府中小企業団体中央会・第59回通常総会・ 

懇親会の件　　　　　　　確認・承認 

ー
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●



・第30回顧田平盲導犬育成チャ輝子ルフの件 

確認・承認 

・協同会館アルエ開館5周年記念行事の件 

確認・承認 

・組合総研第11回歴史教養〃-の件 

確認・承認 

・谷畑産業㈱に関する件　　　　確認・承認 

第3号議案　その他事項 

・理事会、・全社会・三役会議日程の件　　確認 

.当面の会議・諸行事の日程について報告　, 

確認 

・準会員制度について　　　　　　　　確認 

・五一建材㈱に関する件　　　　　　　確認 

26.7.8 仄i:���4�8ｨ5h4r�理事10人 ��fﾈﾘhｶ8粂��_�ﾙ�馼ﾘ��

・経過報告　　　　　　　　　確認・承認 

・平成26年6月度収支報告の件　　確認・承認 

・各種委員会報告の件　　　　　確認・承認 

第2号議案　審議事項 

・第44回協同会館アルエ・関連団体代表者会議確認 

事項について報告　　　　　　　確認・ 

3F　れルl 定ｬH馭ﾉ�ﾂ�・価格改定の件について報告　　　　　確認 

第3号議案　その他の事項 

・理事会・全社会・三役会議日程の件　　確認 

・当面の会議"諸行事の日程報告　　　確認 

・㈲さくら生つン社より提出された除名願いの件 

確認 

・五一建材㈱の今後の件について報告　　確認 

26.8.5 仄i:���*�4b�理事10人 ��fﾈﾘhｶ8粂��_�ﾙ�馼ﾘ��

・経過報告　　　　　　　　　確認・承認 

・各種委員会報告　　　　　　　確認・承認 

3F　ホ一肌 豫NIVﾉ�ﾂ�・14春闘アルエ職員組合団体交渉の件 

確認・承認 



ヽ ��・五一建設㈱民事再生手続きに関する「共益債権 

届出書」の件　　　　　　　　　　　　　確認 

・㈲さくら生コンよりの脱退届の件についてI 

確認・承認 

第2号議案　審議事項について、 

・価格表改定に関するアンケート結果の件“　承認 

・8・20時局講演会・憲法シンポゾウム参加願いの件 

確認二承認 

・賛助会員加入申し込みの件　　　　　　確認 

第3号議案.その他の事項 

・理事会・全社会i三役会日程の件　　　確認 

・当面の会議・諸行事の日程報告　　　’確認 

・業界再建に向けての話し合いの件　　　確認 

26.9.18 仄i:���4�8ｸ4r�理事9人 ��c�ﾘhｶ8粂��_�ﾙ�馼ﾘ��

・経過報告　　　　　　　　　　　　確認・承認 

・平成26年7月度・8月度収支報告の件 

確認・承認 

・各種委員会報告　　　　　　　　　確認・承認 

・五一建設㈱の民事再生手続きに関する件 

確認・承認 

第2号議案　審議事項について 

・中小企業中央会関係の件について確認・承認 

・第45回アルエ関連団体代表者会議確認事項の件 

3Fボー机 i 豫H馗��ﾂ�確認・承認 

・賛助会員加入の件　　　　　　　　　　　承認 

・近Iヾラ協組第18田近常総会・記念レげションの件 

確認・承認 

・生コン産労第29回つ’ルフコンパの件　　確認・承認 

第3号議案　その他の事項 

・全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生〕ン支部 

よりの「歴史的50周年記念行事成功に廟ナて」 

に関する要請の件　　　　　　　　確認・承認 

・理事会・仝社会・三役会誠子1程(′高二∴∴護謡 



臆臆題 ��Y9ilｨ,ﾈ檍ｶ8�ﾗ8馼,ﾉ?ｩ/h,ﾈﾈ���������ｦﾙDb�

26.10.2l 仄i:���4�8ｸ4x�R�理事9人 ��c�ﾘhｶ8粂��_�ﾙ�馼ﾘ��

・経過報告　　　　　　　　　　確認・承認 

・平成26年9月度収支報告の件　　確認・承認 

・各種委員会報告　　　　　　　確認・承認 

第2号議案　審議事項 

・東日本犬霧災を転機とした「現代」を問う勉強 

会田のご案内の件 

確認・承認 

・大阪交通災害遺族会チヤ廟第27回遊持つ’肋ンへ’ 

の件　　　　　　　　　　　確認・承認 

・西淡路地域福祉協議会より「赤い羽根強度募金」 

3F　加担 豫H馭ﾉ�ﾂ�協力要諦の件　　　　　　　　確認・承認 

・「ソウル宣言」東京フォーラムへの参加の件 

確認・承認 

・第11回経営者セミナー開催の件　　　確認・承認 

・奈良協組連合会三周年記念式典参加の件 

確認・承認 

第3号議案　その他の事項 

・理事会"全社会・三役会議日程の件　　確認 

・当面の会議・諸行事の日程の件　　　　確認 

・第2回阪神地区生コツ協同組合懇親卯-(案)の件 

確認 

26.1l.17 仄i:���4�8ｸ4r�理事10人’ ��c�ﾘhｶ8粂��_�ﾙ�馼ﾘ��

・経過報告　　　　　　　　　確認・承認/ 

・平成26牢10月度収支報告の件　　確認・承認 

・各種委員会報告　　　　　　　確認・承認 

・「ゾル宣言」プレ・乃-ラムの報告について 

3Fボー肌 　ヽ: 豫H馗��ﾂ�確認・承認 

・有限会社ミラル生つン仕丁者の代表者及び社名変更 

の件　　　　　　　　　　　確認・承認 

第2号議案　審議革項について 



・第46回アルエ関連団体代表者会議確認野項の件 

確認・承認 

・「提言」第96号賀詞広告依頼の件　確認・承認 

・l-マテイセ’-シコンクラフ’チャリティーコ’ルフ大会参加の件 

、　　　　　　、確認・承認 

・グリーンコンクリート研究センター諦演会の作 

確認・承認 

第3号議案　その他の事項 

・理事会・全社会・三者会議日程の件　　確認 

・当面の会議・諸行事の日程について　　確認 

・その他について　池浦興業㈱の件　　　確認 

26.12.9 仄i:���4�8ｸ4r�理革9人 ��c�ﾘhｶ8粂��_�ﾙ��(ﾘ��

一・経過報告　　　　　　　　　　　確認・承認 

・平成26年11月度収支報告の件　　確認・承認 

・各穏委員会報告　　　　　　　　確認・承認 

・大阪兵庫生コン工業組合の平成26年度賦課金の 

不徴収に関する件　　　　　　　確認・承認 

・賛助会員　池浦興業㈱の脱会の件確認・承認 

第2号議案　審畿事項 

・近畿生コン関連協同組合連合会忘年会開催と参 

加要請の件　　　　　　　　　　確認・承認 

・関西生コン産業政策協議会主催滋賀シ押-I、“レート+ 

3F　れ机 ���ｬH馼ﾔ��ﾂ�に関する要請の件　　　　　　　確認・承認 

・全港湾大阪支部2015年新春旗開きの件 

確認・承認 

・連帯労組2015新春旗開きの件　　確認・承認 

・生コン産労2015年度年賀会の件　　確認・承認 

・2015近畿生きン関連団体合同新年互礼会の件 

確認・承認 

第3号議案　その他の事項 

・平成27年1月度へ41渡の埋却会・全社会・三者 

会議日程の件　　　　　　　　　　　確認 

i　・当面の会議・羅助l」程(こついて　磁‖ 



・その他　近畿むコンクリート圧送協同組合の理事長交 

呈、 
代の件　　　　　　　　　　　　　　　　確認 

27.l.27 仄i:��度8ｸ4r�4h7ｨ�ｸ8ｳ��埋草10人 監事1人 ��c�ﾘhｶ8粂��_�ﾙ�馼ﾘ��

・経過報告　　　　　　　　　　　　確認・承認 

・平成26年12月度収支報告の件　　確認・承認 

・各種委員会報告の件　　　　　　　確認・承認 

・「近畿生ロン関連労使懇談会の討議を踏まえ」に 

関する件　　　　　　　　　　　　　　　確認 

第2号議案　審議事項 

・第47回アルエ関連団体代表者会議確認事項の件 

確認・承認 

・題患回書を励ます新春の集いへの参加要請 

の件,　　　　　　　　　　　　　確認・承認 

・器題後援会第2回総会で確認及び検討事 

項の件　　　　　　　　　　　　　確認・承認 

・第47回尾上部屋関西講演会役員世詩人会決定事 

項の件　　　　　　　　　　　　　確認・承認 

・第12回経営者セミナー開催の件　　　確認・承認 

・「府民のちから2015躍進のつどい」チケット購入及 

び参加要諦の件　　　　　　　　　確認・承認 

第3号議案　その他の事項　/ 

・平成27牢2月度理事会・全社会・三役会議日程 

の件　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認 

・当面の会議・諸行事の日程について　　確認 

・その他 

コンクリ十技士試験合格者への奨励金について 

確認 

27.3.5 ��)?��ｺi:��几�8ｸ4r�4h7ﾈ�ｸｯr���理事10人 監事1人 ��c�ﾘhｶ8粂��_�ﾙ�馼ﾘ��

・経過報告　　　　　　　　　　　　　確認・承認 

・平成27年l月度収支報告　　　　　確認・確認・ 

・各種委員会報告　　　　　　　　　確認・承認 

・近繊生つン関連団体労使懇談会の件確認・承認 



・業界政権に向けての協議報告の件　　　　確認 

第2号議案　審議事項について 

・全国キャラバン出発集会 

確認・承認 

・近畿生エソ関連協同組合連合会10周年記念つ’肋ン 

六の件　　　　　　　　　　　　　確認・承認 

・アルエ関連団体代表者会議確認事項の件 

確認・承認 

・組合総研理事会確i認事項の件 

碑認・承認 

・第7国道常総会日程の件　　　　　　　　確認 

・尾上部屋後援会　特別寄付に関する件　承認 

・2015年度ルンゲーの件　　　　　　　　　　承認 

第3号議案　その他の事項 

・平成27年3月度理事会・全社会・三役会議日程 

の件　　　　　　　　　　　　　　　　　確認 

・当面の会議・諸行事の日程について　　確認 

・その他 

27.3.17 仄i:���4�8ｸ4r�4h7ｨ�ｸ8ｳ��理事10人 監事1人 ��fﾈﾘhｵﾘﾄ���_�ﾙ�馼ﾘ��

・経畢報告　　　　　　　　確認’承認 

"平成27年2月度収支報告の件　　　確認・承認 

・各種委員会報告　　　　　　　　確認・承認 

第2号議案　審議事項 

・業界再建に向けての協議内容報告と検討事項の 

件　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認 

・第10回臨時総会開催日時及び提出議案の件 

確認・承認 

・全国佳コンクリート工業組合主催「第18回生コン技術大 

会」参加の件　　　　　　　　　　　　承認 

・第】1回マイスター塾中級コース受講者募集の件　承認 

第3号議案　その他の事項 

・平成2丁年3月度全社会・三役会議日程の件 

確認 



・当面の会議"諸行事の日程について　　確認

3委員会・都 営業業務委員会 剴凾ﾌ開催状況 開催日時 及び場所 26.4.7 フルエ会館3Fれル1 偬�����ﾉ�B�議案 

第146回′ 営業・業務委員会 (営業特別) �9人 鳴闖畏x�9/iZ以����ﾈ��

2.営業特別物件引合上程　24件 

3.次回会議予定 

8人 ��闖畏x�9/iZ以����ﾈ��

第147回 営業・業務委員会 (営業特別) �#bﾃB�#��7H8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ自Jr�

2.営業特別物件引合上程　27件 

3.次回会議予定 

音26.5.12 アルエ会館3Fホール1 土�ﾂ�l.引合上程物件　0件 第148図・ 営業・業務委員会 (営業特別) 

2.営業特別物件引合上程10件 

3.次回会議予定 

26.5.26 アルエ会館3Fホ一肌 土�ﾂ�l.引合上程物件　0件 
第149回 営業・業務委員会 (営業特別) 第150回 

2.営業特別物件引合上程　20件 

3.次回会議予定 

26.6.10 土�ﾂ�l.引合上程物件　0件 
2.営業特別物件引合上程12件 

営業・業務委員会 �4�8ｸ4x檍挙4h��7ｨ自Jr��2�%99i&闔h,ﾉ¥��,ﾈﾈ��

・(営業特別) 剴B韜��檍ｶ9uﾉ.��

26.6.24 アルエ会鰐3Fポー肌 添�ﾂ�l.引合上程物件　0件 
第151回 営業・業務委員会 (営業特別) 第152回 営業・業務委員会 (営業特別) 

2.営業鰯I」物件引合上程10件 

3.次回会議予定 

26.7.8 アルエ会館3Fボー肌 妬�ﾂ�l.引合上程物件　0件 
2,営業特別物件引合上程　8件 

3.次回会議予定 

26.7.24 ′ァルエ会館3Fポー肌 妬�ﾂ�1.引合上程物件　0件 
第153回 営業・業務委員会 (営業特別) 第154回 

2.営業特別物件引合上程13件 

3.次回会議予定 

26.8.46 土�ﾂ�1.引合上程物件0件 

営業・業務委員会 几�8ｸ4x檠�S4h��7ｨ�ｸ8ｳ"��"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/h��3�ﾈ��
〇〇〇〇〇〇〇〇i要害⊇≡岳:≡!=ここここここここ; 



3.次回会議予定・ 

第155回 �#b繧�#R�4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ��6人 鳴闖畏x�9/iZ以����ﾈ��

営巣・業務委員会 剴"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/h��#Xﾈ��

(営業特別) 剴2韜��檍ｶ9uﾉ.��

第156回 ���#b纈繧�4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｸ�ｸﾊB�7人 ���X処ﾘx�9/iZ以����ﾈ����

営業・業務委員会 剴"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/c�Xﾈ��

(営業特別) 剴2韜��檍ｶ9uﾉ.��

第157回 �#b纈�#��4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｶﾂ�7人 ��闖畏x�9/iZ以����ﾈ��

営業・業務委員会 剴"ﾈ�8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/h��#佇��

(営業特別) 剴2韜��檍ｶ9uﾉ.��

第158回 �#b���綯�4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ自Jr�7人 畔��処ﾘx�9/iZ以��ﾈ��

営業・業務委員会 剴"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/c��ﾈ��

(営業特別) 剴2韜��檍ｶ9uﾉ.��

第159回 �#b����#��4�8ｸ4x檍ｭ�4h*雨r�9人 ��闖畏x�9/iZ以��ﾈ��

営業・業務委員会 剴"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/c�(ﾈ��

(営業特別) 剴2韜��檍ｶ9uﾉ.��

第160回 �#b���ﾃB�4�8ｸ4x檍ｭ�4h.ｨ8ｳ��9人 ��闖畏x�9/iZ以����ﾈ��

営業・業務委員会 剴"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/c�(ﾈ��

(営業特別) 剴2ﾈ鵁��檍ｶ9uﾉ.��

第161回 常葉・業務委員会 (営業特別) �#b��ﾂ��r�8人 ��闖畏x�9/iZ以����ﾈ��

2.営業特別物件引合上程14件 

7ルエ会館3F　ボー研 �3.その他 

4.次回会議予定 

第162回 営業・業務委員会 (営業特別) �#b��"�"�9人 ��闖畏x�9/iZ以����ﾈ��

2.営業特別物件引合上程11件 

アルエ会館3F∴ホ一肌 �3.その他 

4.次回会議予定 

第163回 営業・業務委員会 (営業特別) �#b��"��b�9人 ��闖畏x�9/iZ以����ﾈ��

2.営業特別物件引合上程　24件 

了ルエ会館3F　缶用 �3.その他 

4.次回会議予定 

釦6腫　l �#r菘�2�9人 ��闖畏x�9/iZ以����ﾈ��



営業・業務委員会 �7H8ｸ4x檍ｭ�4h��7ｸ�ｹJr� �"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/h��xﾈ��

・(営業特別) 剴2�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

4.次回会議予定 

第165回 �#r��ﾒ�#r�x8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｶﾂ�、8人 鳴闖畏x�9/iZ以��ﾈ��

営業・業務委員会 剴"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/c�佇��

(営業特別) 剴2韜��檍ｶ9uﾉ.��

第166回 ���#r�"纈�4�8ｸ4x檍ｭ�4hﾕﾙ�ﾂ�’7人 ��闖畏x�9/iZ以��ﾈ��

営業・業務委員会 剴"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/h��+Sxﾈ��

(営業特別) 剴2韜��檍ｶ9uﾉ.��

第167回 ���#r�2纈�4�8ｸ4x檍ｭ�8�x7ｨ�ｸ8ｳ��6人 ��闖畏x�9/iZ以��ﾈ��

営業・業務委員会 剴"ﾈ�8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/c�Hﾈ��

(営業特別) 剴2韜��檍ｶ9uﾉ.��

第168回 �#r�2�3��4�8ｸ4x檍ｭ�4im�ｩJr�7人 鳴闖畏x�9/iZ以��ﾈ��

営業・業務委員会 剴"阮8ｼi<�¥ｩZ以�畏x�9/h��Cxﾈ��

(営業特別) 剴2韜��檍ｶ9uﾉ.��

検証委員会 丶ｨﾜ9�h饕�ｷ�-��ｨ��出席 人数 亳8粂�R�

第179回 �#b紕縒�12人 ��霍�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��
2.新規休日・袋洗い・夜間申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h.ｨ8ｶﾂ��2�+ｸ,ﾉ�ﾈ��ｺi�X攪効醜.h.雲�ﾙ��

4.次回会報日程 

第180回 �#b紕�#��11人 ��霍�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��
2.新規休百・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ���2�+ｸ,ﾉ�ﾈ��ｺi�xｮﾘ効醜.h.��Y_�ﾙ��

4.次回会護日程 

第181回 ��S#b絣��"�11人 ��霍�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4i��B��#｢��2���+ｸ,ﾉ�ﾉ��y���X.h.�8ﾊ宙ｦﾙDb��

4.次回会議日程 

第182回 �#b絣�#b�10人 鳴霍�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ���2�+ｸ,ﾉ�ﾈ��ｺi�x��+X効醜.h.雲�ﾙ��



4.次回会議日程 

第183回 �#b綯����“9人 畔��ｷ�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ自Jr��2�+ｸ,ﾉ�ﾈｺio���粂�8.h.雲�ﾙ��

4.次回会議日程　　　へ 

第184回 �#b綯�#B�7人 鳴霍�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ����Xﾄ�,�,(*(,I_�ﾙ��2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｶﾂ��2�+ｸ,ﾉ�ﾈｺi�x鈷攪効醜.h.雲�ﾙ��

4.次回会議日程 

第185回、 �#b縒繧�9人 畔��ｷ�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ���8��+ｸ,ﾉ�ﾈｺio����8醜.h.雲�ﾙ��

4.次回会議日程 

第186回 �#b縒�#B�8人 ��霍�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h.ｨ8ｳ���2�+ｸ,ﾉ�ﾈｺio���､�醜.h.雲�ﾙ��

4.次回会議日程 

第187回 �#b繧紕�9人 畔��ｷ�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ��ﾊB��2�+ｸ,ﾉ�ﾈｺio���ｫ��X.h.雲�ﾙ��

4.次回会議日程’ 

第188回 �#b繧�#R�8人 畔��ｷ�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h.ｨ8ｳ���8�X+ｸ,ﾉ�ﾈ��ｺhﾝxｩ餾ﾘ醜.h.雲�ﾙ��

4.次回会議日程 

第189回 �#b纈ﾃ��10人 畔��ｷ�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ���2�+ｸ,ﾉ�ﾈ����x����効醜.h.雲�ﾙ��

4.次回会議日程 

第I90回 �#b纈�#��11人 畔��ｷ�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾙ��

既納発音委員よ。提案　(確認) 

検証委員会 �4�8ｸ6ｨ檍ｭ�4h7ﾈ�ｸﾊB�
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 



3.その他　既納回転員より報告 

4.次回会議日程 し.休日稼働・袋洗い・夜間出荷検証結果(こついて報告 

第191回 �#b���綯�12人 
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �7H8ｸ4x檍ｭ�4h7ｸ�ｹJr��2�+ｸ,ﾉ�ﾈ��ｺi�y��;ﾘ醜.h.雲�ﾙ��XｦﾙDb�

4.次回会報日程 1.休日稼働・細別、・夜間出荷検証結果について報告 

第192回 �#b����#��9人 
2.新規休日・袋洗い"夜間出荷申諦受付について報告 

検証委員会 度8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ自Jr��2�+ｸ,ﾉ�ﾉ���泳x醜.h.雲�ﾙ��XｦﾙDb�

4.次回会議日程 1.休日稼働・袋洗い・夜間出荷検証結果について報告 

第193回 ��S#b���紕�12人 
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 度8ｸ4x檍ｭ�4h7ｸ�ｹJr��2�+ｸ,ﾉ�ﾈ��ｺi�x���(醜.h.雲�ﾙ��XｦﾙDb�

4.・次回会議日程 L休日稼働・袋洗い・夜間出荷検証結果について報告 

第し94回 �#b��ﾂ��r�12人 
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検妊委員会 �7H8ｸ4x檍ｭ�4h7ｸ�ｸﾊB��2�+ｸ,ﾉ�ﾈ��ｺi�X攪�8醜.h.雲�ﾙ��XｦﾙDb�

4.次回会議日程 l.休日稼働・袋洗い・夜間出荷検託結果について報告 

第195回 �#b��"�"�12人 
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｶﾂ��2�+ｸ,ﾉ�ﾈｺi�x��効醜.h.雲�ﾙ��Y���

4.次回会議日程 l.休日稼働・袋洗い"夜間出荷検証結果について報告 

第196回 �#b��"��b�ll人 
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ﾈ�ｸﾊB��2�+ｸ,ﾉ�ﾈｺhﾝy��zh醜.h.雲�ﾙ��XｦﾙDb�

4.次回会報日程 l,休日稼働・袋洗い・夜間出荷検証結果について報告 

第197回 �#r����2�11人 
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｨｹﾈ檍ｭ�4h7ｨ��8ｶﾂ��2�+ｸ,ﾉ�ﾈ����x鈷効醜.h.雲�ﾙ��XｦﾙDb�

4.次回会議日程 L休日稼働・袋洗い・夜間出荷検証結果について報告 

第198回 検証委員会 �#r���#r�{�8ｸ4x檍ｭ�4imぺ8ｶﾂ�11人 

2.新規休日・袋洗iい・夜間出荷申請受付について報告 
1ブこi二i▲し　　　つこ ����



i∃i百百i÷iiii案 ��3.その他　脇組題医員より報告・確認 

4、次回会議日程 　　　　　　　　　βニ 

第199回 �#r�"纈�11人 ��霍�?ｨ�):ﾘ�Y�ﾉ�H*(�Yn亊H�捶ﾉ��以ｸ惠,�,(*(,I_�ﾏｲ� 
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｸ�ｹJr��8�X+ｹ$�ｺi�vﾘ効醜.i�鞁��XｦﾙDb�

4.次回会議日程 1.休日稼働・袋洗い・夜間出荷検証篇粟について報告 

第200回 �#r�2纔����10人 
2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ自Jr��2�+ｸ,ﾉ�ﾈｺi��尨効醜.h.雲�ﾙ��XｦﾙDb� 

4.次回会議日程 l.休日稼働・袋洗い・夜間出荷検証結果について報告 

第201回 �#r�2�3��10人 2.新規休日・袋洗い・夜間出荷申請受付について報告 

検証委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h.ｩJr��2�+ｸ,ﾉ�ﾈ���ﾆ�9M�X.h.雲�ﾙ��XｦﾙDb�

営業特別委員会 丶ｨﾜ9?ｨ鰾�ｷ�-��ｨ��#b紕驅��出席 人数 亳8沓雲�ﾙ�馼ﾘ���

11人 畔ｷ�?ｨ�捶,ﾈﾈ��
第183回 

2.その他報告 

営業特別委員会 �4�8ｸ4x檠U�4h7ｨ�ｸ8ｳ���2韜��檍ｶ9?ｩ/b�

26.4.21 ����ﾂ�1.休日出荷の件 
第184回 

2.その他報告 

営業特別委員会 �7H8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ自Jr��2韜��檍ｶ9?ｩ/b�

第185回 �#b絣��"�9人 ��霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��
2.その他意見・確認 

営業特別委員会 �4�8ｸ4x檠�4h7ｸ�ｸﾊB��2韜��檍ｶ9?ｩ/b��ﾈｷ�?ｨ�捶,ﾈﾈ��

第186回 �#b絣�#b�8人 
2.その他報告・確認 

営業特別委員会 几�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ8ｴ���2韜��檍ｶ9?ｩ/b�ﾈｷ�?ｨ�捶,ﾈﾈ��

第187回 �#b綯����8人 
2.その他報告 

営業特別委員会 �4�8ｨ5h4x檍ｭ�4h7ｨ自Jr��2韜��檍ｶ9?ｩ/b�

L　休日出荷の件 
第188日 程1I委員会 �#b綯�#B�h8ｸ4y�8ｭ�8�Xﾕﾙ�ﾂ�6人 

i 

2.その他報告 
埠薬特男　十　ココ　　　　　　ア、 



3 定鵁��檍ｶ9?ｩ/b� 

26.7.8・ 悼�ﾂ�l.休1「揖荷の件 2.その他報告 
第189回 

営業特罵i暖貴会 �4�8ｸ4x檍催4hﾕﾙ�ｲ��2韜��檍ｶ9?ｩ/b�

音 �#b縒�#B�7人 ��霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��"�+ｸ,ﾉ�ﾉ_�ﾙ��

第190回 

営業特別委員会 几�8ｸ4x檍ﾇ�4h7ｸ�ｹJr��2韜��檍ｶ9?ｩ/b�

26.8.4 土�ﾂ�1.休日出荷の件 2.その他報告 第1甲田 

常葉特別委員会 �7H8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ自Jr��2韜��檍ｶ9?ｩ/b�ﾂ霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��"�+ｸ,ﾉ�ﾉ/�粂�X鷓Db�

第192回 �#b繧�#R�97・ 

営業特別委員会 �7H8ｸ4x檍ｭ�4i�ｩ�ﾂ��2韜��檍ｶ9?ｩ/b�ﾂ霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��"�+ｸ,ﾉ�ﾉ_�ﾙ��

第193回 営業特別委員会 �#b纈繧�{�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�Y+��8人 

3.次回会議日程 1.休日出荷の件 2.その他意見・確認 

第194回 �#b纈�#��10人 

営業特別委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h.ｩJr��2韜��檍ｶ9?ｩ/b�ﾂ霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��"�+ｸ,ﾉ�ﾉ�h+X*(効醜,ﾉ_�ﾙ��X��櫁ｷ�-�ｦﾙDh馼ﾘ��

第195回 �#b���綯�11人 

営業特別委員会 度8ｸ4x檍ｭ�4hﾕﾙ�ﾂ��2韜��檠_�?ｩ/b�ﾂ霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��"�+ｸ,ﾉ�ﾉ_�ﾙ��XｦﾙDb�

第196回 �#b����#��8人 

営業特別委員会 度8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ���2韜��檍�?ｩ/b�ﾂ霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��"�+ｸ,ﾉ�ﾉ_�ﾙ��X�8ﾊ��XｦﾙDb�

第197回 �#b��ﾂ紕�10人 � 

営薬特別委員会 几�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ自Jr��2韜��檍ｶ9?ｩ/b�ﾂ霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��"�+ｸ,ﾉ�ﾉ/�粂�XｦﾙDb�

第198回 �#b��ﾂ��r�10人 � 

営業特別委員会 几�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ���2韜��檍ｶ9?ｩ/b�

第199回 �#b��"�"�11人 ��霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��



営業特別委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h.ｨ8ｶﾂ� �"�+ｸ,ﾉ�ﾉ/�粂�XｦﾙDb�

3.次回会議日程 

第200回 �#b��"��b�10人 鳴霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��

2.その他報告・確認 

営業特別委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ��

3,次回会議日程　　、 

“第201回 ��c#r貭��2�10人 鳴霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��

2.その他質問・報告・確認 

営業特別委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ��

3.次回会議日程 

第202回 �#rﾆﾂ�#r�11人 ���H��ｷ�?ｨ�捶,ﾈﾈ��

2.その他報告・確認 

営業特別委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�,inﾉ�X�鰾�
3.次回会議日程 

第203回 �#r�"纈�10人 ��霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��

2.その他報告・確認 

営業特別委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ��

3.次回会議日程 

第204回 �#r�2纈�9人 鳴霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��

2.その他報告・確認 

営業特別委員会 �4�8ｩ+陞��4h7ｨ自Jr�
3.次回会議日程 

第205回 �#r�2�3��9人 ��霍�?ｨ�捶,ﾈﾈ��

営巣特別委員会 �4�8ｸ4x檍ｭ�4h7ｨ�ｸ8ｳ���"�+ｸ,ﾉ�ﾉ_�ﾙ��XｦﾙDb�

技術委員会 丶ｨﾜ9?ｨ鰾�ｷ�-��ｨ��出席 人数 亳8沓�

第1回 �>ﾈ7X8ﾘ6(4�#b縒�"�姥域ﾘ�9�i�h,(,ﾂ�南10人 ��靫��sXﾈ襍ｨ��効醜檠_�ﾙ��XｦﾙDb�

2.5月阪技会報告・確認 

3.工組6月技術委員会報告・確認 

技術委員会 冉ｸ7X8ﾘ6(4�#b縒紕��7H8ｸ4x､ｨｭ�4im�ｨ���北10人 
4.6月阪技会報告・確認 

5.阪神協技術委員会議論率項について報告・確認 

第2回 �>ﾈ7X8ﾘ6(4���#b繧�#r�南9人 畔��ﾔ��sxﾈ襍ｨ��効醜檠_�ﾙ��XｦﾙDb�(菱木生つの �2.7月阪技会報告・確認 

技術委員会 冉ｳx�h8ﾘ*ｨ��#b繧�#��北5人 �2�+ｸ,ﾉ�ﾉ_�ﾙ��XｦﾙDb�

(阪神協組事務所) �4.i櫛申協技術委員会議論事項について報告・確認 

第3回 冓ｨ7X8ﾘ6(4���#b��｣���"�南9人 畔��ﾔ��s佇襍ｨ��効醜檠_�ﾙ��XｦﾙDb�

技術委員会 宙4x6ｸ�X4x6ｸ�X5h�ｲ��北4人 �"靫��s��ﾈ�7扱ｨ��効醜檠_�ﾙ��XｦﾙDb�



北7′りク　26.1L13 ��3.阪神協技術委員会論議事項報告・確認 

(協同会館アルエ) �4.その他報告・確認 

第4回 �#xﾔゅ���,h.�-�-��,�/�,��y?ｩ��5��9人 �����ﾈ鞐8ｵｨ檠_�ﾙ��XｦﾙDb�
2.工組12月度阪技会報告・確認 

技術委員会 剴2鞐9��hｵｨ��効醜檠�ｶ8馼ﾘ�,�,(*(,I_�ﾙ��XｦﾙDb�

4.その他報告・確認 

第5回 冉ｸ5ﾈ�h8ﾘ6(4胚r�2�#R�絢i:���4�8ｸ4r��北6人 鳴靫��s(ﾈ�7扱ｨ��効醜檠_�ﾙ��XｦﾙDb�

2.2月度阪技会報告・確認 

3・工組3月度技術委員会報告・確認 

4.3月度阪技会報告・確認 

技術委員会 �>ﾈ4��h.�4�#r�2�3��員��h,(,ﾂ�南7人 
5.フ’りクセ汀-について報告・確認 

6.新技術普及講習会について報告・確認 

7.阪神協技術委員会論議事項について報告・確認 

4　組合員数及び出資口数の増減

(1口金額10万円)

組合員数 ����7永b�増　加 侏���昮�本年度末 

●20名 冖ﾂ�名 �#�kﾂ�

出資口数 ���委ｲ�口 鉄委ｲ�50口 

出資総額 �����iﾈ冷�0万円 鉄��iﾈ冷�500万円 

5　役員に関する事項

役員の氏名及び職制上の地位及び担当 

地　位 倩���kﾂ�担当　　「 

理事長 冢�����ｪ韭�� 

副理事長 俛�����ｫ���裁定委員会(委員) 

副理事長 ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�h�ｨ�ｨ�ｨ�｢�裁定委員会(委員) 

営業業務委員会(委員長) 

検証委員会(委員長) 

営業特別委員会(委員長) 



副理事長 ��営業業務委員会(委員) 

検証委員会(委員) 

営業特別委員会(委員) 

専務理事 ��裁定委員会(委員) 

理　　事 亅��ｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾂ���� 

理　　事 �� 

理　　事 �� 

理　　事 �� 

理　　事 閉�営業業務委員会(委員) 

検証委員会(委員) 

営業特別委員会(委員) 

監　　事 舒ﾈｮﾈｫ��ｫ��ｮﾈｮﾈｮﾉ����ｨ�ｨ�ｨｦﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢� 

監　　事 ���������悪�� 

ての重要な事実兼務役員についての重安な華美 

地　位 倩���kﾂ�兼務役員の状況(会社名と役職) 

理事長 冢�����ｪ韭��大阪兵庫生コンク生卜工業組合　(理事). 

昭和産業株式会社　(代表取締役) 

副理事長 亊ﾉ|ｨ益�������員外 

副理事長 ��(理事) 

(取締役副社長) 

副理事長 ��(専務取締役) 

専務理事 ��(副理事長) 

員外 

理　　事 ��音‾　　　　　　　　　　　　　臆　　　　　　　　　　　　　8 

(常務取締役) 

理　　事 ��(代表取締役) 

理　　事 ��忙題一題一言、　　看 

(代表取締役) 

理　　事 ��(理事) 



(副理事長) 

(代表取締役) 

理　　事 豫X�����������理) 

(理事) 

(理事) 

(取締役工場長) 

監事 監事 ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�(取締役) (取締役) 

菓■寡言害喜害豊 

〈3)辞任した役員の氏名

副理事長理事題■m(平成26年5月22日辞任)

6　職員の状況及び業務運営組織図

職員の状況 ���ｩib�当期増加 �9hｯｨﾋ淫ﾒ�当期末 

人　　　　数 添�ﾂ�人 ��ﾂ�5人 46.8歳 

平均年齢 平均勤続年数 鼎R繹ﾜ�� ��

3.9年 �� 釘纖D��



(2〉　組織図

(3)組合と協力関係にある組合員が構成する組織の概要

一般社団法人 亊i��+x.��ﾘ*ﾘ,ﾈ馼ｼh�(,i��ﾆx/��ｸ-����h5(98/�(i�8,h+X+ﾘｭb�

近畿生コン関連協同組合連合会 刋�ｺi�x�X馼ｼh�(*ｨ耳自�ﾈ,h,�.���4ｹ�9{���X��.飴�ｸ�YV俯�r�

理などの課題に取り組む。 



7施設の設置状況 施設の名称 主たる事務所 倡ｹ�ﾘ,ﾈ･Iwb�所在地 

事務室・会議室 ��Xﾞ8�98ﾉxI�ﾈｾi%yс8�Ym｣iMC3�ﾘb�
(脇同会館アソシエ) 

8　重要な子会社(子法人、関連会社)の状況　該当なし

9　組合の運営組織の状況に関する重要な事項

平成26年　5月31日税務韓(東淀川税務署、なにわ北府税事務所)

平成26年　6月11日

平成26年　6月11日

仏変更登記事項〉

平成26年　6月11日

決算関係書類及び役員変更届(近畿経済産業局、大阪府中央会)

役員変更届(近畿経済産業局、大阪府中央会)

出資口数及び払込済出資総額の変更登記申請(大阪法務局) ・

平成26年5月26日大阪府中小企業団体中央会「建設業協議会」理事出席

平成26年6月23日大阪府中小企業団体中央会第59回通常総会　理軸席

平成26年9月18日第56回中小企業団体大阪大会　　埋却席

平成26年9月26日算1 8回近バラ協組通常総会　　理軸席

平成26年1 1月21日奈良協組連合会三周年記念式典参加　理事出席

Ⅲ　その他組合の状況に関する重要な事項　　特になし

自:平成26年4月1日　一　室‥平成27牢3月31日



し



阪神地区生コン協同組合
財　　産　　目　　録

平成27年3月31日
一　資産の部

工　流動資産

1現金及び預金

(1)現金

(2)普通預金　①普通預金　6口

(3)通常貯金　①通常貯金1口

2　受取手形

(1)約束手形　　　3通

3　未収入金

(1)賦課金1

(2)賦課金2

(3)賛助会費

4　立替金

(1)工業組合賦課金

(2)暇庇保証共済保険

(3)品質監査費用

5　前払費用

(1) ㈱協同会館アソシエ家賃前払い分

6　未収還付消費税額等

(1)消費税額等還付額

7　貸倒引当金

流動資産計

Ⅱ　固定資産

i　有形固定資産　　　取得価額　　償却累計額

1附属設備　　　　　431,000　　　341,506

2　工具器具備品　　4,444, 994　　4,444,993

有形固定資産計

追　無形固定資産]　　取得価額　　償却累計額

無形固定資産計

その他の資産

(1)全国生コン協同組合連合会　　　5口

(2)近畿生コン関連協同組合連合会　10口

2　差入保証金

(1)協同会館アソシエ(

(2)駐車場

3　保険積立金

(1)養老保険　職員退職厚生

4　長期滞留債権等

(l)民事再生手続中

(2)同上・貸倒引当金

外部出資その他の資産合計

固定資産計

資産合計

18, 683

8,219,206

285, 971

3, 503,904

87, 054, 380

0

3, 360, 547

668, 700

l, 500, 000

、50, 000

l, 000・000

4, 800, 000

80, 000

4, 371, 304

1l, 806, 620

△ 5,903,塑旦

(単位:円)

8, 523,860

880, 097 ’

90, 558, 284

5, 529, 247

591, 840

9, 338, 454

△600, 000

114,82l,782

89, 494

l

l, 050, 000

4, 880, 000

4,371,304

5,903,310

16′ 204, 614

16,294, 109

131言15,89l



阪神地区生コン協同組合

I　流動負債

1未払金
(1)販売対策費

臆臆　財　産　　目　　録

平成27年3月31日

二　負債の部

2　未払費用

(1)経過給与手当

(2)経過社会保険料事業主負担分

(3)借入金経過利息

(4)その他経過費用

3　未払法人税等

4　預り金

(1)源泉所得税

(2)住民税

5　仮受金

(1)品質管理監査返戻金
流動負債合計

Ⅱ　固定負債

1　長期借入金

(1)証書借入

固定負債合計

負債合計

工　正味財産

三　正味財産の部

18, 421,000

725, 000

214, 298

497, 760

106, 316

△ 165,386

74, 300

8,483, 120

(単位:円)

18, 421,000

1, 543,374

70, 000

△91, 086

8, 483, 120

28, 426, 408



(単位:円)

阪神地区生コン協同組合

_」墓園書信対照表_
平成27年3月31日現在

資　産　の　部 剳堰@債　の　部 

科目 工流動資産 仞�ｧ｢�科目 仞�ｧ｢�

18,683 儘���zﾉ:餽俐"�18,421,000 現金 剿｢払金 

預貯金 嶋�S�Rﾃ�sr�未払費用 ��經C2ﾃ3sB�

受取手形 偵ャ�ﾃ�途�未払法人税等 都�ﾃ����

未収入金 涛��hｩ�ﾃ#ィ�預り金 ��#��ﾃ�ッ�

貸倒引当金 .」_」・ ��#c��ﾃ����SS#�#Cr�仮受金 唐ﾃC�2ﾃ�#��

上し替金 前払費用 鉄��ﾃイ��流動負債計 Ⅱ固定負債 �#づC#bﾃC���crﾃ���ﾃ����

未収還付消費税額等 湯ﾃ33づCSB�

流動資産計 Ⅱ固定資産 ���B繝(ﾔピ�"�ヲﾃC釘�

i有形固定資産 剪ｷ期借入金 

建物附属設備 剏ﾅ定負債計 田rﾃ���ﾃ���ﾂ�

工具器具備品 ���

有形固定資産計 ii無形固定資産 揃外部出資その他の資産 塔偵C迭�
負債の部合計 涛RﾃC#bﾃC���

純　資　産　の　部 

工i組誌笠 迭ﾃ���ﾃ����

投資有価証券 剌o資金計 迭ﾃ���ﾃ����rﾃ3コﾃ3sb�

出資金 ��ﾃ�S�ﾃ����ii利益剰余金 

差入保証金 釘ﾃャ�ﾃ����

保険積立金 釘ﾃ3s�ﾃ3�B�利益準備金/ 

長期滞留債権等 ���ﾃ��bﾃc#��教育情報費用繰越金し′ �2ﾃc�"ﾃcビ�

同上・貸倒引当金 ��#Rﾃ��2ﾃ3���組合特別積立金 途ﾃ3コﾃ3sb�

その他の資産計 ��bﾃ#�Bﾃc�B�当期未処分剰余金 ��"�##bﾃ�CB�

固定資産計 ��b�#釘ﾃ����利益剰余金計 �3�緜ヲﾃC�2�

純資産の部合計 ��c3Rﾃcヲ紊�2�ﾃ�3�ﾃ��R繝���

資産の部合計 ��3����Rﾃン��負債及び純資産合計 



阪神地区生コン協同組合

損益計算書
自　平成26年4月1自　室　平成27年3月31日 (単位:円)

消費税込み経理
費用の部 假ｸ揺,ﾉYB�

工　価格安定化対策事業 漠Xｨ攤ｾ�9假ｹ?ﾂ�
1.不正防止委員会活動費　　　　29,800,000 ��餽ｨ攤ｾ��?ﾃ��������������������ﾃ#��ﾃ����

ー �"餾�ﾇﾈ��ﾉiH��(�������������������srﾃCS2ﾃsc��

計　　　　　　　　　　29,800,000 佗h�����������������sづcS2ﾃsc��

Ⅱ　その他事業運営費 �X��+ｸ,ﾉ�ﾈ馼ｼh�?ﾂ�
1事業運営費　　　　　　　　　1,084,806 ��飄ｨﾘxﾇh柯���ﾉM�Wｨ�?ﾈ������������S��ﾃ�S��

2.教育情報事業費　　　　　　　1,639,800 �"餾�委ｩ�h馼ｼh�?ﾈ������������������������

3　交流事業費　　　　　　　　　　2,791,320 �2餬俯�yyﾘｬHﾛ茨ｹ?ﾈ������������������������

4.福利厚生事業費　　　　　　　　795,562 偵B韃顋X檍醜檠N�ｹ?ﾈ���������������ﾃ�#�ﾃ����

5.その他の事業費　　　　　　　　285,000 佗h�������������������ﾃy?��S��

計　　　　　　　　　　6,596,488 

事業費用合計　　　　　　　　　　36,396,488 倬hｼh�揺ﾘxﾇh�������������������������ﾃ3cBﾃ��S��

事業総利益金額　143,968,422 ��

Ⅴ　一般管理費　　　　　　　　　　8「,624,875 

事業利益金額　　62.343,547 �h��馼ｼh､�ｸ傭�

Ⅵ　事業外費用 
1.貸倒損失　　　　　　　　　　145,016,322 ��韵8靖y��x����������������������������Bﾃ�S��

2.貸倒引当金繰入額　　　　　　　5,903,310 �"鞋)k�lh�揺��������������������c津���ﾃ����

3.雑損失　　　　　　　　　　　　　635章605 �2鞴x�?ﾈ�������������������������2ﾃc�津田r�

合計　　　　　　　　151,555,23了 俘xﾇh���������������������"ﾃc�Bﾃ�#R�

経常利益金額　　△6,597,565 ��

税金等控除前当期利益金額　　△6,597,565 ��

Ⅷ　税等 

法人税等　　　　　　　　　　　　　70,839 

/　‾‾、¥、 

当期純利益金額//布668,少4 

し_// 



阪神地区生コン協同組合

二股管理費亜選書　　自平成26年4月1日
至　平成27年3月31日

科　　目 仞���������ｧ｢�

1役員報酬 �2ﾃs#�ﾃ����81,624,875・ 

2　給料手当 ��2ﾃC湯ﾃC唐�

3　賞与手当 ��S�ﾃ�sづ����

4　法定福利費 �"ﾃsヲﾃSs"�

5　福利厚生費 �3SRﾃcs��

6　広告宣伝費 ��ﾃ3C�ﾃ#C��

7　渉外費 途ﾃ3ビﾃS�R�

8　会議費 ��ﾃ�cBﾃC���

9　旅費交通費 途ﾃ�3�ﾃ��r�

10　通信費 ��cモﾃ�3��

11　消耗品質 田Srﾃs���

12　事務用消耗品質 �3��ﾃsC��

13　水道光熱費 �##�ﾃ3CB�

14　新聞図書費 ��ﾃ�S2ﾃ#�2�

15　諸会費 �3�ﾃC�Rﾃ����

16　地代家賃 途ﾃ��"ﾃ����

17　リース料 鼎crﾃ�#"�

18　保険料 塔3Rﾃ�#��

19　租税公課 釘ﾃ����

20　支払報酬料 ��ﾃゴBﾃ##��

21　寄付金 �#�Rﾃ����

22　減価償却費 �#津�3��

23　貸倒引当金繰入額 ��#���ﾃ����

24　雑費 �#�Bﾃ�3r�

一般管理費合計 


