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第３回公益社団法人浜松東法人会定時総会

定時総会議題

決議事項
第１号議案
　・平成26年度収支決算報告承認の件
　　　　自　平成26年　4月	 1日
　　　　至　平成27年　3月31日

　　　　正味財産増減計算書他報告書類

第２号議案
　・役員等人事（案）の承認について

報告事項
　・平成26年度事業報告
　・平成27年度事業計画
　・平成27年度収支予算
　・平成28年度税制改正要望事項
　・その他

第１号議案　平成26年度収支決算報告承認の件

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）
科　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　	一般正味財産増減の部
　1.経常増減の部
（1）経常収益
　		基本財産運用益他 24,753 25,169 △	416
　		受取会費 22,937,000 22,992,000 △	55,000
　		事業収益 10,977,543 13,675,395 △	2,697,852
		　			研修事業収益 606,620 1,132,850 △	526,230
		　　福利厚生事業収益 4,037,123 5,981,185 △	1,944,062
		　　会員親睦事業収益他 6,333,800 6,561,360 △	227,560
		　　受取補助金等 18,714,400 17,525,600 1,188,800
		　　受取負担金 861,000 932,581 △	71,581
		　　雑収益他 638,044 751,785 △	113,741
　　【経常収益計】 54,152,740 55,902,530 △	1,749,790
（2）経常費用
　　事業費 46,844,568 51,456,479 △	4,611,911
		　　会議費 5,547,320 6,981,272 △	1,433,952
		　　旅費交通費 1,599,521 2,620,735 △	1,021,214
		　　通信運搬費 3,149,516 3,208,974 △	59,458
		　　印刷製本費 3,827,839 4,726,684 △	898,845
		　　賃借料・事務所管理費 3,556,971 3,491,784 65,187
		　　諸謝金 996,455 932,272 64,183
		　　会場費 1,345,772 1,785,128 △	439,356
		　　消耗品・支払手数料・人件費他 26,821,174 27,709,630 △	888,456
　　管理費 8,873,570 7,181,810 1,691,760
　　【経常費用計】 55,718,138 58,638,289 △	2,920,151
				評価損益調整前当期経常増減額 △	1,565,398 △	2,735,759 1,170,361
		　　評価損益等計 0 0 0
		　　当期経常増減額 △	1,565,398 △	2,735,759 1,170,361
	２.経常外増減の部
（1）経常外収益
　	経常外収益計 0 0 0
（2）経常外費用
　	経常外費用計 0 0 0
		　　当期経常外増減額 0 0 0
		　　税引前当期一般正味財産増減額 △	1,565,398 △	2,735,759 1,170,361
		　　法人税住民税及び事業税 135,000 475,800 △	340,800
		　　当期一般正味財産増減額 △	1,700,398 △	3,211,559 1,511,161
		　　一般正味財産期首残高 110,191,893 113,403,452 △	3,211,559
		　　一般正味財産期末残高 108,491,495 110,191,893
	Ⅱ　	指定正味財産増減の部
		　　受取全法連助成金 18,308,200 17,417,800 890,400
		　　一般正味財産への振替額 △	18,308,200 △	17,417,800 △	890,400
	Ⅲ　	正味財産期末残高 108,491,495 110,191,893 △	1,700,398
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貸 借 対 照 表 
平成 27 年	3 月 31 日	現在

（単位：円）
科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　減

Ⅰ	資産の部
　1.流動資産
　　　現金
　　　普通預金
　　　定期預金
　　　立替金

44,845
10,637,929

0
0

68,050
12,722,248

0
0

△	23,205
△	2,084,319

0
0

						【流動資産合計】 10,682,774 12,790,298 △	2,107,524
　2.固定資産
		（１）基本財産
　　		定期預金 95,000,000 95,000,000 0
						【基本財産合計】 95,000,000 95,000,000 0
	（２）特定資産
　　　退職給付引当資産
　　　周年事業引当資産
　　　財政調整引当資産

255,500
1,000,000
1,200,000

2,500,000
1,000,000
1,200,000

△	2,244,500
0
0

			　【特定資産合計】 2,455,500 4,700,000 △	2,244,500
	（３）その他の固定資産
						ソフトウエア
　　　敷金・保証金

13,338
2,106,300

33,337
2,106,300

△	19,999
0

			　【その他の固定資産合計】 2,119,638 2,139,637 △	19,999
			　【固定資産合計】 99,575,138 101,839,637 △	2,264,499
			　【資産合計】 110,257,912 114,629,935 △	4,372,023
Ⅱ	負債の部
　1.流動負債
　　　預り金
　　　未払消費税等
　　　未払金
　　　仮受金
　　　未払法人税等

30,813
402,000

0
943,104
135,000

53,363
320,300

0
1,088,579
475,800

△	22,550
81,700

0
△	145,475
△	340,800

					【流動負債合計】 1,510,917 1,938,042 △	427,125
　2.固定負債
　　　退職給付引当金 255,500 2,500,000 △	2,244,500
			　【固定負債合計】 255,500 2,500,000 △	2,244,500
			　【負債合計】 1,766,417 4,438,042 △	2,671,625
Ⅲ	正味財産の部
　1.指定正味財産
			　【指定正味財産合計】
		（うち基本財産への充当額）
		（うち特定資産への充当額）

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

　2.一般正味財産
		（うち基本財産への充当額）
		（うち特定資産への充当額）

0
95,000,000
2,455,500

0
95,000,000
4,700,000

0
0

△	2,244,500
			　【正味財産合計】 108,491,495 110,191,893 △	1,700,398
			　【負債･正味財産合計】 110,257,912 114,629,935 △	4,372,023

財 産 目 録
平成 27 年	3 月 31 日	現在

（単位：円）
科　　目 場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産）
　　現金・預金等
　　　	現金 手元現金有高 運転資金 44,845
　　　	預金 普通預金 運転資金・簡易保険料 10,637,929

静岡銀行他１４行
　　【流動資産合計】 10,682,774
（固定資産）
　　基本財産

							　定期預金 静岡銀行他３行 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業
に使用する 95,000,000

　　特定資産
							　定期預金

　　　	退職給付引当資産 浜松信用金庫 職員の退職金支払いに備えるものであり、公益目的
事業、収益事業等及び管理運営の用に供している 255,500

　　　	周年事業引当資産 静岡銀行 将来の周年記念事業に充当予定であり、管理運営
の用に供している 1,000,000

　　　	財政調整引当資産 遠州信用金庫 将来の経済環境の変動による不可避的な出費に充
当であり、管理運営の用に供している 1,200,000

　　その他固定資産

　　　	ソフトウェア 事務所内ＯＡ機器 効率的事務処理推進のためであり、公益目的事
業、収益事業等及び管理運営の用に供している 13,338

　　　　敷金 野中自動車販売㈱ 事務所賃貸に関する敷金であり、公益目的事業、
収益事業等及び管理運営の用に供している 2,106,300

　　【固定資産合計】 99,575,138
　　【資産合計】 110,257,912
（流動負債）
　　預り金
　　　	預り金 浜松西税務署他 所得税等の預り金 30,813
　　　	未払消費税等 浜松西税務署他 消費税の預かり金 402,000
　　　	仮受金 簡保契約者割戻し分 ３月分郵便局簡易保険料 943,104
　　　	未払法人税等 浜松西税務署他 翌期納付すべき今期分法人税等 135,000
　	【流動負債合計】 1,510,917
（固定負債）
　　　	退職給付引当金 職員の退職金支払いに備えるもの 255,500
　	【固定負債合計】 255,500
	　【負債合計】 1,766,417

　	【正味財産合計】 108,491,495
	　【負債・正味財産合計】 110,257,912

　上記のとおり相違ありません。

公益社団法人　浜松東法人会

平成27年4月16日　 　　監	事 　　　　	　沢	根　　孝	佳
　　監	事 　　　　　	橋	本	　秀比呂
　　監	事 　　　　　	木	野　　章	博
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第２号議案

役員等人事（案）の承認について

　理事候補者
（敬称略・順不同）

　　理　事　		 渥	美		隆	一	郎	　	㈱渥美製材所
　　　〃　　		 荒	澤		光	彦　　　荒沢㈱　　
　　　〃　　		 石	野		文	則　　　㈱石野電設
　　　〃　　		 伊	藤		孝	尚　　　遠州紙工業㈱
　　　〃　　		 伊	東		康	彦　　　㈱綜合自動車学校
　　　〃　　		 岩	渕		里	司　　　㈲イワブチガス
　　　〃　	　	 小	野		貴	寿　　　浜北トランスポート㈱
　　　〃　　		 佐	藤		　	充　　　㈱真誠
　　　〃　　		 嶋	津		忠	彦　　　浜松ホトニクス㈱
　　　〃　　		 杉	浦		　	仁　　　浜建工業㈱
　　　〃　　		 杉	山		　	功　　　㈱スギヤマ
　　　〃　　		 鈴	木		皓	志　　　㈱共和
　　　〃　　		 高	田		和	夫　　　花の舞酒造㈱
　　　〃　　		 知	久		勝	宣　　　㈱マルチ
　　　〃　　	 内	藤		明	彦　　　㈱光明堂印刷所
　　　〃　　		 中	村		　	昭　　　㈱遠鉄自動車学校
　　　〃　　		 中	村		邦	夫　　　スズキ㈱
　　　〃　　		 日	髙		達	之　　　（公社）浜松東法人会
　　　〃　　		 日	内	地		宏	之　		㈱ヒナイチ商店
　　　〃　　		 古	橋		三	平　　　㈱高塚工機
　　　〃　　	 牧	野		友	保　　　㈲ミネルヴァ
　　　〃　　	 町	田		米	男　　　㈱町田設計
　　　〃　	　	 宮	澤　	均　　		　遠鉄石油㈱
　　　〃　　		 村	松		孝	一　　　㈱村松商店
　　　〃　　		 山	下		美	明　　　㈱電興社
　　　〃　　		 山	田		善	弘　　　㈱日本ロック
　　　〃　　		 吉	崎		敬	次　　　毎日企業㈱

以上27名
　監事候補者

（敬称略・順不同）
　　監　事　		 沢	根		孝	佳　　			沢根スプリング㈱
　　　〃　　		 橋	本		秀	比	呂　		橋本螺子㈱
　　　〃　　		 石	岡		正	信　　			㈱東海情報システム

以上	3	名
委員会執行役候補者

（敬称略・順不同）
　　執行役　		 秋	山		充	弘　　			五常園㈲
　　　〃　　		 飯	田		泰	久　　			飯田鉄建㈱
　　　〃　　		 飯	田		武	史　　			飯田金物㈱
　　　〃　　		 石	川		岳	男　　			㈱ヤマザキ
　　　〃　　		 市	川		福	恵　　			㈱渥美鐵工所
　　　〃　　	 大	石		加	奈	子　		㈱浜松南工業

　　執行役　		 大	石		　	徹　　			㈱クラベ
　　　〃　　	 太	田		晋	作　　			トクラ電気商会㈲
　　　〃　　	 大	野		裕	哉　　			エンシュウ㈱　
　　　〃　　	 大	庭		米	子　　			㈱丸佐大庭鉄工所
　　　〃　　	 大	畑		雅	通　　			コーチ㈱
　　　〃　　	 小	畑		邦	夫　　			小畑興業㈱
　　　〃　　	 小	畑		喜	義　　			㈱オバタケイ
　　　〃　　	 神	山		雅	一　　			AIU損害保険㈱
　　　〃　　	 川	合		　	勝　　			エンシュー化成工業㈱
　　　〃　　	 木	野		章	博　　			㈱静岡銀行
　　　〃　　	 郡	司		貴	史　　			桐屋印刷㈱
　　　〃　　	 小	杉		庸	子　　			やまと興業㈱
　　　〃　　	 鈴	木		明	彦　　			スズヤ㈱
　　　〃　　	 鈴	木		厚	子　　			釜慶鉄工㈱
　　　〃　　	 鈴	木		徹	司　　			双竜木材㈱
　　　〃　　	 鈴	木		康	博　　			㈱三共建材
　　　〃　　	 荘	田		芳	久　　			㈲荘田会計情報
　　　〃　　	 髙	木		一	浩　　			髙重鋼材㈱
　　　〃　　	 髙	橋		孝	幸　　			髙橋刃物工業㈱
　　　〃　　	 田	高		慎	三　　			（資）浦川印刷所
　　　〃　　	 田	村		剛	夫　　			㈱丸山コーポレーション
　　　〃　　	 築	地		弘	隆　　			㈱清水銀行
　　　〃　　	 辻	村		芳	子　　			㈱辻村商店
　　　〃　　	 坪	井		　	潤　　			㈱リサイクルクリーン
　　　〃　　	 中	村		善	太　　			㈱ナカムラ
　　　〃　　	 丹	羽		　	武　　			浜名梱包輸送㈱
　　　〃　　	 野	嶋		慎	吾　　			㈱明和工業
　　　〃　　	 袴	田		悦	子　　			㈱袴田組
　　　〃　　	 日	内	地		玄	造　		ユニヴァーサル商事㈱
　　　〃　　	 藤	川		勝	利　　			㈲藤川電化サービス
　　　〃　　	 堀　			光	隆　　			大同生命保険㈱
　　　〃　　	 松	田		登	美	男　		㈱松田熔接
　　　〃　　	 松	下		勝	見　　			中部印刷㈱
　　　〃　　	 水	野		　	浩　　			㈲水野鉄工
　　　〃　　	 村	松		久	史　　			浜松運送㈱
　　　〃　　	 望	月		輝	明　　			㈱静岡中央銀行
　　　〃　　	 森　			和	秀　　			浜松信用金庫
　　　〃　　	 安	井		文	明　　			磐田信用金庫
　　　〃　　	 山	崎		直	哉　　			天龍木材㈱
　　　〃　　	 山	﨑		匡	史　　			遠州信用金庫
　　　〃　　	 山	本		和	秀　　			㈲山本鍍金工業所
　　　〃　　	 山	本		武	彦　　			㈲太陽自動車
　　　〃　　	 吉	田		良	治　　			㈱吉田
　　　〃　　	 綿	貫		克	彦　　			あい工房㈱
　　　〃　　	 綿	貫		紀	子　　			浜松ヒートテック㈱

以上51名
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第２号議案

役員等人事（案）の承認について

　理事候補者
（敬称略・順不同）

　　理　事　		 渥	美		隆	一	郎	　	㈱渥美製材所
　　　〃　　		 荒	澤		光	彦　　　荒沢㈱　　
　　　〃　　		 石	野		文	則　　　㈱石野電設
　　　〃　　		 伊	藤		孝	尚　　　遠州紙工業㈱
　　　〃　　		 伊	東		康	彦　　　㈱綜合自動車学校
　　　〃　　		 岩	渕		里	司　　　㈲イワブチガス
　　　〃　	　	 小	野		貴	寿　　　浜北トランスポート㈱
　　　〃　　		 佐	藤		　	充　　　㈱真誠
　　　〃　　		 嶋	津		忠	彦　　　浜松ホトニクス㈱
　　　〃　　		 杉	浦		　	仁　　　浜建工業㈱
　　　〃　　		 杉	山		　	功　　　㈱スギヤマ
　　　〃　　		 鈴	木		皓	志　　　㈱共和
　　　〃　　		 高	田		和	夫　　　花の舞酒造㈱
　　　〃　　		 知	久		勝	宣　　　㈱マルチ
　　　〃　　	 内	藤		明	彦　　　㈱光明堂印刷所
　　　〃　　		 中	村		　	昭　　　㈱遠鉄自動車学校
　　　〃　　		 中	村		邦	夫　　　スズキ㈱
　　　〃　　		 日	髙		達	之　　　（公社）浜松東法人会
　　　〃　　		 日	内	地		宏	之　		㈱ヒナイチ商店
　　　〃　　		 古	橋		三	平　　　㈱高塚工機
　　　〃　　	 牧	野		友	保　　　㈲ミネルヴァ
　　　〃　　	 町	田		米	男　　　㈱町田設計
　　　〃　	　	 宮	澤　	均　　		　遠鉄石油㈱
　　　〃　　		 村	松		孝	一　　　㈱村松商店
　　　〃　　		 山	下		美	明　　　㈱電興社
　　　〃　　		 山	田		善	弘　　　㈱日本ロック
　　　〃　　		 吉	崎		敬	次　　　毎日企業㈱

以上27名
　監事候補者

（敬称略・順不同）
　　監　事　		 沢	根		孝	佳　　			沢根スプリング㈱
　　　〃　　		 橋	本		秀	比	呂　		橋本螺子㈱
　　　〃　　		 石	岡		正	信　　			㈱東海情報システム

以上	3	名
委員会執行役候補者

（敬称略・順不同）
　　執行役　		 秋	山		充	弘　　			五常園㈲
　　　〃　　		 飯	田		泰	久　　			飯田鉄建㈱
　　　〃　　		 飯	田		武	史　　			飯田金物㈱
　　　〃　　		 石	川		岳	男　　			㈱ヤマザキ
　　　〃　　		 市	川		福	恵　　			㈱渥美鐵工所
　　　〃　　	 大	石		加	奈	子　		㈱浜松南工業

　　執行役　		 大	石		　	徹　　			㈱クラベ
　　　〃　　	 太	田		晋	作　　			トクラ電気商会㈲
　　　〃　　	 大	野		裕	哉　　			エンシュウ㈱　
　　　〃　　	 大	庭		米	子　　			㈱丸佐大庭鉄工所
　　　〃　　	 大	畑		雅	通　　			コーチ㈱
　　　〃　　	 小	畑		邦	夫　　			小畑興業㈱
　　　〃　　	 小	畑		喜	義　　			㈱オバタケイ
　　　〃　　	 神	山		雅	一　　			AIU損害保険㈱
　　　〃　　	 川	合		　	勝　　			エンシュー化成工業㈱
　　　〃　　	 木	野		章	博　　			㈱静岡銀行
　　　〃　　	 郡	司		貴	史　　			桐屋印刷㈱
　　　〃　　	 小	杉		庸	子　　			やまと興業㈱
　　　〃　　	 鈴	木		明	彦　　			スズヤ㈱
　　　〃　　	 鈴	木		厚	子　　			釜慶鉄工㈱
　　　〃　　	 鈴	木		徹	司　　			双竜木材㈱
　　　〃　　	 鈴	木		康	博　　			㈱三共建材
　　　〃　　	 荘	田		芳	久　　			㈲荘田会計情報
　　　〃　　	 髙	木		一	浩　　			髙重鋼材㈱
　　　〃　　	 髙	橋		孝	幸　　			髙橋刃物工業㈱
　　　〃　　	 田	高		慎	三　　			（資）浦川印刷所
　　　〃　　	 田	村		剛	夫　　			㈱丸山コーポレーション
　　　〃　　	 築	地		弘	隆　　			㈱清水銀行
　　　〃　　	 辻	村		芳	子　　			㈱辻村商店
　　　〃　　	 坪	井		　	潤　　			㈱リサイクルクリーン
　　　〃　　	 中	村		善	太　　			㈱ナカムラ
　　　〃　　	 丹	羽		　	武　　			浜名梱包輸送㈱
　　　〃　　	 野	嶋		慎	吾　　			㈱明和工業
　　　〃　　	 袴	田		悦	子　　			㈱袴田組
　　　〃　　	 日	内	地		玄	造　		ユニヴァーサル商事㈱
　　　〃　　	 藤	川		勝	利　　			㈲藤川電化サービス
　　　〃　　	 堀　			光	隆　　			大同生命保険㈱
　　　〃　　	 松	田		登	美	男　		㈱松田熔接
　　　〃　　	 松	下		勝	見　　			中部印刷㈱
　　　〃　　	 水	野		　	浩　　			㈲水野鉄工
　　　〃　　	 村	松		久	史　　			浜松運送㈱
　　　〃　　	 望	月		輝	明　　			㈱静岡中央銀行
　　　〃　　	 森　			和	秀　　			浜松信用金庫
　　　〃　　	 安	井		文	明　　			磐田信用金庫
　　　〃　　	 山	崎		直	哉　　			天龍木材㈱
　　　〃　　	 山	﨑		匡	史　　			遠州信用金庫
　　　〃　　	 山	本		和	秀　　			㈲山本鍍金工業所
　　　〃　　	 山	本		武	彦　　			㈲太陽自動車
　　　〃　　	 吉	田		良	治　　			㈱吉田
　　　〃　　	 綿	貫		克	彦　　			あい工房㈱
　　　〃　　	 綿	貫		紀	子　　			浜松ヒートテック㈱

以上51名

021121_B5.indd   7 15.04.10   10:38:03



報告事項

○平成27年度事業報告
　　・平成26年12月末会員数　5,015社（所管法人数	7,499社　加入率66.7%）
　　・研修参加人数　4,422人
　　・租税教育活動

　「税に関する絵はがきコンクール」の実施
　第8回　子どもフェスタ税金＆映画教室の開催

　　・社会貢献活動
　第16回　公益社団法人浜松東法人会杯争奪　浜松キッズＵ－９
　　　　　８人制サッカー大会の支援
　第11回　養護児童支援「陶芸教室」の実施
　第13回　健康ハイキングの実施

○平成27年度事業計画
　　活動理念「地域の発展と活力ある法人会をめざして」
　　・組織基盤の整備充実
　　・目に見える社会貢献活動の実施
　　・会員企業支援のための事務局機能の充実
　　・常に公益法人制度に適合した事業を展開し、公益法人としての定着を目指す

○平成27年度収支予算
　　・経常収支計52,994,715円	（会費収入　22,239,500円）
　　・経常費用計54,899,308円	（内訳	事業費	46,260,774円、管理費	8,638,534円）

○平成28年度税制改正要望事項
　　・税制改革と今後のあり方、経済活性化と中小企業対策、公平な国民負担等について
　　　提言を行う
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