
労組振込先　平成26年へ30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘb�名義 

近圧労(個人口座) 

26/1/ �#2�2,350,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

26/2/ �#B�2,350,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

26/3/ �#B�2,398,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

26/4/ �#2�2,350,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

30 途ﾃ都bﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�桑田　秀義 

26/5/ �#��2,350,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

26/6/ �#B�2,350,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

26/7/ ����640,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

23 �"ﾃ3S�ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�桑田　秀義 

26/8/ ��"�430,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

22 �"ﾃ3S�5�����三菱UF」 ��yz)(h甸� 估ｹ68���ｶ��

26/9/ �#"�2,350,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

26/10/ �#2�2,350,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

26/11/ �#��2,650,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

26/12/ ��"�640,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

22 �"ﾃS��ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�估ｹ68���ｶ��

26年近圧個人 �38,384,000 �� �� 

近圧労(法人口座) 

26/1/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 迄����ﾈ����xｨ8�987�8ｲ�

26/2/ �#r�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｨ8�987�8ｲ�

26/3/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｨ8�987�8ｲ�

26/4/ �#R�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｨ8�987�8ｲ�

30 途ﾃ���ﾃ����三菱UF」 仞8���近畿コンクリート圧送労働組合 
代表者桑田秀義 

26/5/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｨ8�987�8ｲ�

26/6/ �"�3,328,000 倅��h�b�九条 仗�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr�
代表者桑田秀義 

26 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ�㈱メンヒル 

26/了/ �#2�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｨ8�987�8ｲ�

26/8/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｨ8�987�8ｲ�

26/9/ �#"�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｨ8�987�8ｲ�

30 澱ﾃ��津#c��三菱UF」 仞8���近畿コンクリート圧送労働組合 ) ��9Uﾈ�(ﾄｹ68�ｶ��



労組振込先　平成26年一30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘh�h����kﾈﾎﾂ�

26/10/ ��r�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｨ8�987�8ｲ�

26/11/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｨ8�987�8ｲ�

26/12/ �#"�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 �ｸ8�987�8ｲ�

26年近圧法人 �22,822.264 �� 白�

26年近圧労計 �61,206,264 �� 白�

連帯 

26/1/ �#2�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 ��h���9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�
近畿地方本部 

26/2/ �#B�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部l　全日本警護筈組合 

26/3/ �#B�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部　　　全日本器働組合 

26/4/ �#2�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部　　　全日本驚諾働組合 

26/5/ �#��100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部　　　全日本蕎欝鯛合 

26/6/ �#B�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部　　　全日本譜働組合 

26/7/ �#2�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部　　　全日本蕎驚働組合 

26/8/ �#"�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業蔀　　　全日本蕎諾働組合 

26/9/ �#"�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営鄭　　　全日本器薫誓組合 

26/10/ �#2�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営鄭　　　全日本嵩欝働組合 

26/11/ �#��100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業剖　　　全日本慧器働組合 

26/12/ �#"�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本陣葉音　　　全日本警護筈組合 

24 ���ﾃ���ﾃ����近畿大阪 仞8��������ｭi�駅HｪｨﾆH攤ｾ��b�

26年連帯計 �11,200,000 �� 鳴�

26年二労組計 �72,406,264 �� 鳴�

近圧覚(個人口座) 

27/1/ �#��2,500,000 倅��h�b�千里中央　　　　　　　　　　　　薬園　秀義 

27/2/ �#2�2,500,000 倅��h�b�千里中央　　　　　　　　　　　　桑田　秀義 

27/3/ �#��2,500,000 倅��h�b�千里中央　　　　　　　　　　　　桑田　秀義 

27/4/ �#"�2,500,000 倅��h�b�千里中央　　　　　　　　　　　　　桑田　秀義 



労組振込先　平成26年へ30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘb�名護 

27/5/ �#��2,500,000 倅��h�b�　　」〇 千里中央　　　　　　　　　染田　秀義 

27/6/ �#2�2,500,000 倅��h�b�千里中央　　　　　　　　　　　　桑田　秀義 

27/7/ ��2�650,000 倅��h�b�千里中央 冩(�����ｶ��

21 �"ﾃS��ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�桑田　秀義 

27/8/ �#��2,500,000 倅��h�b�千里中央 冩(�����ｶ��

27/9/ 湯�3,500,000 倅��h�b�千里中央 ��Y68���ｶ��

24 �"ﾃS��ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�桑田　秀義 

27/10/ �#2�2,500,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

27/11/ �#B�2,500,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

27/12/ ��B�650,000 倅��h�b�千里中央 估ｹ68���ｶ��

22 �"ﾃS��ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�I　　　桑田　秀義 

27年近圧個人 �34,800,000 �� �� 

近圧 刋｢嬰��ﾈﾏｸﾜ���

27/1/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/2/ �#2�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/3/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/4/ �#"�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/5/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/6/ �#2�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/7/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/8/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/9/ �"�9,000,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者染田秀義 

9 �2ﾃS��ﾃ����三菱UF」 仞8���仗�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr����9Uﾈ�(ﾄｹ68�ｶ��

24 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

27/10/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/11/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27/12/ ��r�2,304,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

22 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾖ���ｨ8�987�8ｲ�

2了年近圧法人 �21,278,996 �� �� 

27年近圧労計 �56,078,996 �� �� 

連帯 



労組振込先　平成26年一30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘf�����kﾈｶ��

27/1/ �#��100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 ��h�����i�9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�

近畿地方本部 

27/2/ �#2�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 全日本建設運輸連帯労働組合 

近畿地方本部 

27/3/ �#��100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 
全日本建設運輸連帯労働組合 

近畿地方本部 

25 �#�ﾃ���ﾃ����近畿大阪 仞8���全日本建設運輸連帯労働組合 

関西生コン支部執行委員長武建」 

27/4/ �#2�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 
全日本建設運輸連帯労働組合 

近畿地方本部 

30 ��5����ﾃ����近畿大阪 仞8���
全日本建設運輸連帯労働組合 

関西生コン支部執行委員長武建葛 

27/5/ �#��100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 
全日本建設運輸連帯労働組合 

近畿地方本部 

29 ��ﾃ���ﾃ����近畿大阪 仞8���
仝日本建設運輸連帯労働組合 

関西生コン支部執行委員長武建- 

27/6/ �#2�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�

近畿地方本部 

30 ��ﾃ���ﾃ����近畿大阪 仞8���全日本建設運輸連帯労働組合 

関西生コン支部執行委員長武建- 

27/7/ �#��100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�

近畿地方本部 

31 ��ﾃ���ﾃ����近畿大阪 仞8���」全日本建設運輸連帯労働組合 

i 亊i�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉｨ�b�

27/8/ �#��100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 剔S日本建設運輸連帯労働組合 　近畿地方本部 

31 ��ﾃ���ﾃ����近畿大阪 仞8�����y?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉ｢ﾒ�

27/9/ �#B�100,000 仗�Y�Xﾞ2�本町営業部 剔S日本建設運輸連帯労働組合 　近畿地方本部 

27/10/ ���15,000,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

26 迭ﾃ���ﾃ����近畿大阪 仞8���������9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉ｢ﾒ�

27/11/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�　) 九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

27/12/ �#��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建」 

27年連帯 佗b�58,300,000 �� � 



労組振込先　平成26年へ30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘb�名義 

27年二労組計 �114,378,996 �� �� 

近圧覚(個人口座) 

28/1/ �#��2,500,000 倅��h�b�千里中央 ��桑田　秀義 

28/2/ �#"�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

28/3/ �#"�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剿��　秀義 

28/4/ ����680,000 倅��h�b�千里中央 剞�c　秀義 

21 �"ﾃS��ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�估ｹ68���ｶ��

25 鉄c�ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸���Y68���ｶ��

28/5/ �#2�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

28/6/ �#"�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

28/7/ 釘�7,000,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

15 田c�ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�估ｹ68���ｶ��

21 �"ﾃS��ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�估ｹ68���ｶ��

28/8/ �#"�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

28/9/ �#��2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

28/10/ �#��2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

28/11/ �#��2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

28/12/ ��R�660,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

22 �"ﾃS��ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�估ｹ68���ｶ��

28年近圧個人 �39,560,000 �� � 

近圧労(法人口」 劔� 

28/1/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

28/2/ 唐�3,500,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

22 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

28/3/ ��r�3,500,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

22 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

28/4/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

28/5/ �#2�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

28/6/ �#"�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 ��㈱メンヒル 



労組振込先　平成26年へ30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘb�名義 

28/7/ 釘�8,000,000 倅��h�b�九条 ��近畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

21 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

28/8/ �#"�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

24 �"ﾃS��ﾃ����三菱UF」 仞8���仗�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr����9Uﾈ�(ﾄｹ68�ｶ��

28/9/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

27 �"ﾃC�bﾃ����三菱UF」 仞8���仗�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr����9Uﾈ�(ﾄｹ68�ｶ��

28/10/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

28/11/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

28/12/ �#"�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

28年近圧法人 �26,390,996 �� � 

28年近圧労計 �65,950,996 �� � 

連帯 劔�� 

28/1/ �#��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

28/2/ 唐�12,500,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

29 迭繝��ﾃ����近畿大阪 仞8�����9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉｨｨｲ�

28/3/ �#��12,500,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

31 迭ﾃ���ﾃ����近畿大阪 仞8�����9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98辷���ﾗ8効什+yY�ﾉ｢ﾒ�

28/4/ �#r�5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

28/5/ �#r�5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建「 

28/6/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

28/7/ �#��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建」 

28/8/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

28/9/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 



労組振込先　平成26年へ30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘb�名義 

28/10/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

28/11/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建「 

28/12/ �#��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

28年連帯計 �94,600,000 �� � 

28年二労組計 �160,550,996 �� � 

近圧労(個人口 劔�� 

29/1/ �#B�2,500,000 倅��h�b�千里中央 ��桑田　秀義 

29/2/ �#2�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

29/3/ �#B�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

29/4/ �#��2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

29/5/ �#2�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

29/6/ �#"�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

29/7/ ��B�660,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

21 �(5經��ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�估ｹ68���ｶ��

29/8/ �#2�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

29/9/ �#"�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

29/10/ �#��2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

29/11/ �#B�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

29/12/ ��R�660,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

22 �(5經��ﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�估ｹ68���ｶ��

29年近圧個人 �31,320,000 �� ��c����h�����b� 

近圧労(法人ロ 劔� 

29/1/ �#B�7,000,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

24 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

29/2/ �#2�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

29/3/ �#B�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 



労組振込先　平成26年へ30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店: 　i 剏綠ﾀ番号 冖ﾈﾎﾂ�

29/4/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 ��㈱メンヒル 

29/5/ �#2�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 ��㈱メンヒル 

29/6/ �#"�539タ583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江; 　」 刧潟＜塔qル 

29/7/ �#��539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江i 刧潟＜塔qル 

29/8/ �2�15,000,000 倅��h�b�九条 ��近畿コンクリート圧送労働組合 
代表者桑田秀義 

23 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ� �ｨ8�987�8ｲ�

29/9/ ���3,000,000 倅��h�b�九条 ��近畿コンクリート圧送労働組合 
代表者桑田秀義 

22 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾓ｢��ｨ8�987�8ｲ�

29/10/ 澱�2,500,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 
代表者桑田秀襲 

20 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ� �ｨ8�987�8ｲ�

29/11/ 途�1-500,000 倅��h�b�九条 ��近畿コンクリート圧送労働組合 
代表者桑田秀義 

24 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ� 鳴�㈱メンヒル 

29/12/ �#"�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 ����ｨ8�987�8ｲ�

26 �"ﾃ���ﾃ����三菱UF」 仞8��� 刹ﾟ畿コンクリート圧送労勧組合 　代表者桑田秀義 

29年近圧法人 �37.474,996 �� �����

29年近圧労計 �68,794ず996 �� � ��

連帯 劔� ��

29/1/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条l 　音 i � ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉ｢ﾒ�

29/2/ �#r�5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�　】 九条 劔�9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉ｢ﾒ�

29/3/ �3��5I800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条【 � ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉ｢ﾒ�

30 途ﾃ���ﾃ����近畿大阪 �����ｾ8���剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

31 ��づ���ﾃ����近畿大阪 仞8���剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建一 

29/4/ �#r�5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条　」 刮ｹ ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉｨ板�

29/5/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 劔�9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉ｢ﾒ�



労組振込先　平成26年へ30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘb�名義 

29/6/ �#��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

29/7/ �#��5,800.000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建鵜 

29/8/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建「 

29/9/ �#��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

29/10/ �#r�5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

29/11/ �#��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武遼」 

29/12/ �#��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

29年連帯 �94,600,000 �� � 

29年二労組計 �163,394,996 �� � 

近圧 刋｢偉)�ﾈﾏｲ���

30/1/ �#B�2,500,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

30/2/ �#"�2,500,000 倅��h�b�千里中央 ��桑田　秀義 

30/3/ �#2�2,377,000 倅��h�b�千里中央 ��桑田　秀義 

30/4/ �#B�2,377,000 倅��h�b�千里中央 ��桑田　秀義 

30/5/ �#2�2,377,000 倅���ﾄh�b�千里中央 ��桑田　秀糞 

30/6/ �#"�2,377,000 倅��h�b�千里中央 ��桑田　秀義 

30/7/ ��2�660,000 倅��h�b�千里中央 剏K田　秀義 

23 �"ﾃ3srﾃ����三菱UF」 ��yz)(h甸�估ｹ68���ｶ��

30/8/ �#B�2,377,000 倅��h�b�千里中央 ��桑田　秀義 

30/9/ �#��2,377,000 倅��h�b�千里中央 ��桑田　秀義 

30/10/ �#"�2,377,000 倅��h�b�千里中央 ��桑田　秀義 

30年近圧個人 �24,676,000 �� � 

近庄 刋｢嬰��ﾈﾏｲ���

30/1/ �#B�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

24 ��ﾃS��ﾃ����三菱UF」 仞8���‾‾‾　一〇〇{ヽl‾ヽ ��hｽ�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr����9Uﾈ�(ﾄｹ68�ｶ��

30/2/ 湯�2,322,742 倅��h�b�九条 ��近畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

22 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ� �ｨ8�987�8ｲ�



労組振込先　平成26年へ30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘb�名轟 

30/3/ �#2�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 ��㈱メンヒル 

30/4/ �#B�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

30/5/ �#2�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

30/6/ �#"�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

30/7/ �#2�539,583 �?(ﾞ��ﾘｾ��深江 刧潟＜塔qル 

26 �"ﾃS��ﾃ����三菱UF」 仞8���仗�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr����9Uﾈ�(ﾄｹ68�ｶ��

31 ��"ﾃ���ﾃ����三菱UF」 仞8���仗�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr����9Uﾈ�(ﾄｹ68�ｶ��

30/8/ ����2,500,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

24 鉄3傲ﾓS�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

30/9/ ��B�工000,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

21 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

30/10/ ��"�500,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

22 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

31 鉄��ﾃ����三菱UF」 仞8���仗�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr����9Uﾈ�(ﾄｹ68�ｶ��

30/11/ �#"�2,377,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者桑田秀義 

22 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

30/12/ �2�718,000 倅��h�b�九条 刹ﾟ畿コンクリート圧送労働組合 　代表者染田秀義 

14 田c�ﾃ����三菱UF」 仞8���仗�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr����9Uﾈ�(ﾄｹ68�ｶ��

21 �"ﾃ3srﾃ����三菱UF」 仞8���仗�X5(984�8ｨ�ｸ6x�9�y┼:ﾙ�xﾘr����9Uﾈ�)�ﾉ68�ｶ��

21 鉄3津S�2�尼崎信金 ��ｸﾕﾒ��ｨ8�987�8ｲ�

30年近圧法人 �35,429,738 �� 亦�ﾂ� 

30年近圧労計 �60,105,738 �� � 

30/1/ �3��5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

30/2/ �#r�5,800,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

30/3/ �#2�22,574,742 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建一 

29 典田srﾃ����近畿大阪 仞8�����9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘr�ｭi�ﾉ�h5(98迚YH�ﾗ8効什+yY�ﾉｨｨｲ�



労組振込先　平成26年へ30年

年月 �?｢�金額 仞(ﾗ2�支店 佰ｸﾜ�MHﾘb�名義 

30/4/ �#R�5,677,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 ��全日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建「 

30/5/ �#��5,677,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

30/6/ �#r�5,677,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

30/7/ �3��5,677,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

30/8/ �3��5,677,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建」 

30/9/ �#b�4,877,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

30/10/ �#��2,877,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

30/11/ �#��2,877,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労働組合 関西生コン支部執行委員長武建」 

30/12/ �#��2,877,000 仗�Y�Xﾞ2�九条 剔S日本建設運輸連帯労鋤組合 関西生コン支部執行委員長武建- 

30年連帯 �81,744,742 �� �� 

30年二労組計 �141,850,480 �� �� 



年 仗�8ﾌ)�ﾂ�近圧法人 仗�8ｦ�b�連帯 俘xﾇb�

平成26 �3づ3ィﾃ����22,822,264 田�ﾃ#�bﾃ#cB�11,200,000 都"ﾃC�bﾃ#cB�

平成27 �3Bﾃ���ﾃ����21,278,996 鉄bﾃ�sづ涛b�58,300,000 ���Bﾃ3sづ涛b�

平成28 �3津Sc�ﾃ����26,390,996 田Rﾃ鉄�ﾃ涛b�94,600,000 ��c�ﾃSS�ﾃ涛b�

平成29 �3�ﾃ3#�ﾃ����37,474,996 田づs釘ﾃ涛b�94,600,000 ��c2ﾃ3釘ﾃ涛b�

平成30 �#Bﾃcsbﾃ����35,429,738 田�ﾃ��Rﾃs3��81,744,742 ��C�ﾃゴ�ﾃC���

合計 ��cづsC�ﾃ����143,396,990 �3�"ﾃ�3bﾃ涛��340,444,742 田S"ﾃS��ﾃs3"�


