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 清流あらかわ “日本一”
　その名の如く「雪解けの喜びの春」「若々しい緑に誘われる夏」
「黄金色に染まる豊穣の秋」「雪に親しむ冬」と豊かな自然に育ま
れたその恵みを感じる部分は大きい。
　特に、「春の鱒」「夏の鮎・鰍」「秋から冬の鮭」については県
内外から多くの釣客を誘う。
　それを祝う「村上市あらかわ大祭」は神輿・民謡流しで活気を
呼び、花火大会では会員有志による打上やフィナーレでの「尺玉
100連発」で夏の夜空を彩りました。

清流あらかわ

民謡流し 神輿渡御 花火大会

●法人会の理念
法人会は税のオピニオンリーダーとして

企業の発展を支援し
地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体である



平成28年８月法　人　会　だ　よ　り第52号（ 2 ）

署長着任のごあいさつ
村上税務署長　新保　　智　

　この度の人事異動で、関東信越国税局の税理士監理
官から、村上税務署長を拝命いたしました新保でござ
います。
　私は長岡市の出身で、新潟県内勤務は、長岡税務署
の税務広報広聴官以来、10年ぶり５回目となります。
村上税務署勤務は初めてとなりますが、前任の渡部署
長同様、よろしくお願い申し上げます。
　公益社団法人村上法人会の皆様方には、日頃から税
務行政の円滑な運営に対しまして、格別のご理解と多
大なるご支援を賜っておりますことに、厚く御礼申し
上げます。
　村上法人会におかれましては、税に関するオピニオ
ンリーダーとして、各種研修会を積極的に企画・開催
されたほか、日本の将来を担う児童に対して租税教室
の講師派遣をいただくとともに、絵はがきコンクール
の募集を通して、子供さん達の理解を深める活動にも
ご尽力を賜っております。
　また、福祉施設への慰問活動や正しい税知識の普
及・啓発活動の一環として、宗教法人研修会を企画・
開催するなど、次々と活動の場を拡大し、様々な活動
を通じて、組織強化の実現を図られております。
　これらの成果は、今井会長をはじめ役員の皆様方の
卓越した牽引力と会員各位の熱意の賜物と、心からの
敬意を表する次第です。
　一方、国税庁の後援事業となりました「自主点検
チェックシート」を活用した企業の税務コンプライア
ンス向上のための取組は、私どもが国税庁の使命を果
たしていくためにも有意義な取組であり、その普及・
拡大に対しまして、最大限の協力をさせていただきま
すので、よろしくお願い申し上げます。
　また、マイナンバー制度の運用開始に際し、村上法
人会におかれましては、説明会の開催や制度周知のた
めの広報にご協力を賜り、誠にありがとうございまし
た。来年１月には、確定申告書にも番号記載が求めら
れるなど、制度の本格実施を控えております。引き続
き、制度に関する周知・広報に努めてまいりますので、
ご支援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益法人村上法人会の益々の
ご発展と会員の皆様方のご健勝、会員企業の事業のご
繁栄を祈念申し上げまして、私の着任のあいさつとさ
せていただきます。

　公益社団法人に移行して第４回目の通常総会が、６
月９日、「夕映えの宿汐美荘」を会場に、村上税務署
長様、村上地域振興局長様ほか多数のご来賓をお迎え
して、およそ100名の出席により開催されました。
　開会あいさつで、今井会長は、会員及び来賓に対し、
当法人会の事業活動に対するご支援、ご協力に感謝の
言葉を申し上げると共に、ここ数年のうちに会員数を
現在の555名から600名にしたいと抱負を述べられまし
た。 

　議事に入り、理事会承認事項の「平成27年度事業報
告」「平成28年度事業計画」「平成28年度収支予算」が
報告されました。
　その後、「平成27年度決算報告」の審議に移り、満
場異議なく原案どおり可決されました。
　引き続き、来賓祝辞、表彰式と移り、優良経理担当
職員表彰として、会長から別記７名の方に表彰状と記
念品が授与されました。
　総会終了後、「公的介護保険の現状と今後の展開」
と題した、国際医療福祉大学、絹木憲司医療福祉学部
医療福祉・マネジメント学科准教授の講演会が開かれ
ました。

 　また、懇親会では、来賓、講師も参加して、会員
相互の異業種交流が行われ、大いに盛り上がりました。
　なお、総会議案書は、当法人会のホームページに掲
載していますので、ご覧願います。

通常総会開催
平成28年度
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村上税務署職員の定期異動 平成28年７月10日付
（敬称略）

新　所　属 氏　名 旧　所　属
課･部門 職 名 部･署 課･部門 職 名

税務署長 新保　　智 局総務部 税理士監理官 税理士監理官
総務課 係員 田川　洋一 長野署 法人課税第三部門 財務事務官
管理運営・徴収部門 上席国税徴収官 戸田　淳一 新発田署 管理運営部門 上席国税徴収官
個人課税部門 上席国税調査官 小山　久雄 新発田署 個人課税第一部門 上席国税調査官
法人課税部門 統括国税調査官 横山　岳史 局課税第二部 資料調査第一課 主査
法人課税部門 上席国税調査官 馬場　泰幸 新発田署 法人課税部門 上席国税調査官
法人課税部門 国税調査官 原　　孝介 三条署 法人課税第二部門 国税調査官

旧　所　属 氏　名 新　所　属
課･部門 職 名 部･署 課･部門 職 名

税務署長 渡部　武彦 局総務部 事務管理課 課長
総務課 係員 布川　陽大 松本署 酒類指導官 財務事務官
管理運営・徴収部門 上席国税徴収官 髙橋　　努 新発田署 管理運営・徴収部門 統括国税徴収官
個人課税部門 上席国税調査官 関口　良智 巻署 個人課税部門 上席国税調査官
法人課税部門 統括国税調査官 富田　裕二 沼田署 法人課税部門 統括国税調査官
法人課税部門 上席国税調査官 内田　久一 退職

転入者 転出者

優良経理担当職員表彰式

功労者表彰受賞の栄に輝く
○全法連功労者表彰受賞者
　　　　副会長　　板　垣　一　夫 氏
　　　　事務局　　斎　藤　雅　子 氏
○県法連功労者表彰受賞者
　　　　副会長　　板　垣　正　徳 氏
� おめでとうございました。

平成28年度　e-Tax推進表彰受賞
村上法人会

平成28年度　大型保障制度推進表彰受賞
村上法人会

新規会員企業紹介
（平成27年12月～28年６月末現在）（順不同・敬称略）

㈱ユニアス新潟工場� 枝松　研二　 村上
東洋管機㈱� 小池　昭三　 荒川
㈲中俣缶詰� 佐藤　　寧　 山北
㈱あおぞら農産� 増田　嘉美　 神林
㈱未来カンパニー� 加藤　和泰　 関川
二野建設㈱� 二野　和寿　 村上
（公財）イヨボヤの里開発公社� 高橋　邦芳　 村上
㈲ナカムラ自動車整備工場� 中村慎一朗　 神林
㈱本間組村上営業所� 早川　光衛　 村上

㈱村電テクニカルサービス� 小野寺秀樹　 村上
大洋酒造㈱� 加藤新一郎　 村上
（農）上関ふぁーむ� 渡辺　拓也　 関川

青年部会

富樫建設工業㈱� 岩間　美果　 村上
（農）上関ふぁーむ� 伊藤　マリ　 関川

女性部会

法人会視察研修旅行のご案内
・日　時　平成28年10月26日㈬～27日㈭
・視察先　長野県 NHK大河ドラマ館「真田丸」
　　　　　　　　 カゴメ㈱富士見工場等
・宿泊先　「ホテル紅や」　諏訪市湖岸通り
・研修会費　38,000円（会員以外43,000円）

朝日支部活動のご紹介

花いっぱい運動
　朝日商工会女性部と法人会朝日支部女性部では、「豊
かな生活環境を築き地域住民の生活に潤いを」の趣旨
で毎年「花いっぱい運動」を展開しており、今年も５
月24日に朝日地区内の保育園・小学校・中学校・福祉
施設にプランター
植えの花を届けま
した。
　お届け先から
は、毎年感謝の言
葉を頂いておりま
す。

受賞者７社７名（順不同・敬称略）
阿　部　深　雪　　㈱日本建機
斎　藤　厚　子　　㈱ワイテム
三　須　可南子　　北越生コンクリート㈿
中　山　絵梨子　　㈱加藤組
渋　谷　たみ子　　㈱九重園
鈴　木　美　雪　　㈱富中産業
富　樫　二三代　　府屋自動車工業㈱
� おめでとうございました。

（いわふね新聞社提供）
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公益社団法人 村上法人会 支部別会員名簿
（平成28年６月末日現在）

関
川
支
部

荒
川
支
部

荒川タクシー㈱
㈱石山建設
㈲石山測量設計事務所
伊藤工業㈱
㈲上野新農業センター
下越生コン建設㈱
㈲加賀屋電気

（農）上関ふぁーむ
㈲小泉屋
㈾寿荘
㈲三栄農産
㈱ジャパンインテリアシステムズ

㈲須貝工務店
㈲須貝電器
鈴木土建㈱
㈲鈴盛牧場
㈲関川自動車
関川村森林組合

（公財）関川村自然環境管理公社
関川村商業㈿
㈱大藤組
高瀬温泉㈱
㈲鷹の巣館
㈲高橋建材

㈲たかゆう
㈱丈越
㈱鶴岡屋
㈲ティーエヌ
㈲農微
㈱ハウジングワーク本田
㈲又作商店
㈱松田輪業
㈱丸勝建設
㈲丸重商店
㈱丸弥組
㈱未来カンパニー

村上信用金庫 関川支店
㈲山口ファーム
㈱ヤマサ商事
㈲山田塗装
㈲湯沢塗装
㈱わかぶな高原
㈱渡辺組
㈾渡辺塗装店
㈱渡辺燃料

今回は関川支部、荒川支部、神林支部、朝日支部、山北支部のみ掲載です。
（会員名簿掲載で不都合な方は事務局まで）

㈱あおぞら
荒川運送㈱
荒川衛生解体工業㈲
㈲荒川住宅設備
㈲荒川溶接工業
㈲伊藤自動車整備工場
㈲井上企画
㈲内山写真館
㈲下越介護サービス
㈲角中
㈱金子工務店
㈲カネニシ工業
㈲かねま鮮魚
北日本有機㈱
㈱小泉鋼業所
㈱公衛社
光洋電波㈱
㈲小島屋
㈾小林醤油店　
㈲近藤建設
㈲近藤建築工務
㈲斉藤勇石材店

酒井電機工業㈱
㈾坂町重機工業
坂町タクシー㈱
㈲坂町薬局
坂町窯業㈱
㈲佐久間組
㈲佐藤商事
㈱サンプラス下越
㈱サンロック荒川
寺社建材㈱
㈱シバ興産
㈲鈴木業務所
㈲セーフティステーション
㈱第四銀行 坂町支店
㈲田村書店
中央建設㈱
㈱鶴岡屋
東洋管機㈱
㈱遠山組
㈲遠山建設
㈲遠山造園
㈲富樫

新潟県信用組合荒川町支店
新潟巧測㈱
㈱新潟第一アイビー化粧品
新潟大和㈱
㈱日建運輸
㈱日建重機
㈱日建商事
㈱日本海コンピュータシステム
㈱日本建機
㈱長谷川電気工業所
㈲羽田燃料店
㈲花立屋
㈲花のひらの
㈱ひだまり農産

（同）ビビット・P
㈲平田商会
㈲フォレストサーベイ
藤観光タクシー㈱
㈲北越モーター
北斗測量調査㈱
北陸建設㈱
㈱マツウラセイキ

まるこう食品㈱
㈲三ツ葵工業
㈱三津和
村上信用金庫 荒川支店
㈱村上トラベルサービス
㈾八百市商店
㈲八百健
㈲山口鉄工所
㈲山田コーポレーション
㈲やまたき
ヤマダホーム㈱
㈱山富
㈲夢ファームあらかわ
㈱横山商店
㈲緑環
㈱ルミナスジャパン
㈱ワイテム
㈲渡幸
渡辺鉄工㈱
㈱渡部製作所

神
林
支
部

㈲アイメック
㈱あおぞら農産
㈲阿部林業工務店
㈱石田組

㈲稲垣設備
㈲今宿
㈱ＭＫＴ
㈲大倉農園

㈱大島組
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所
㈲小野農機
㈲神里産業

㈲神林カントリー農園
㈱神林建設
㈱木村組
㈲木村建築
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㈲久栄緑化
㈱小池組
㈱コウデン
㈲坂上電気工事
㈲サトー重機
医療法人社団 澤田医院
㈱サンエイ

（同）ジーオリーブ
㈲志村運輸
㈲昌隆運輸

（農）しらとり
㈱新耕農産
㈱須貝開発
㈱鈴木組
㈲住吉屋
㈲デイライト
㈲東栄電工
とれたて野菜市かみはやし㈱
㈲ナカムラ自動車整備工場
新潟ゆうき㈱

㈱野澤高圧瓦工業所
野澤食品工業㈱
㈲パイプキッズ
㈲富士電子
北一電気㈱
北越瓦工業㈱
㈲北越興産
北越生コンクリート㈿
㈲増田製畳
㈲丸実

㈲三浦合成
㈱村上エレテック
㈱村上塗装工業
㈲山作
㈲やまとのうさん
㈱吉村電工
㈲ライブ北越
㈲ランオート

山
北
支
部

朝
日
支
部

（医）社団青木医院
㈲アンプランニング
㈲五十嵐船舶電機
㈱板垣組
㈱板垣ボーリング
岩佐木材㈲
㈲江口保険
㈱エメニクス
㈲大滝小太郎商店
㈲大滝食品
大滝林業㈱
㈲大滝輪店
㈱カエツハウス工業
寒川運送㈱
共同印刷㈲
㈲笹川流れ観光汽船
㈲笹川流れ夕日会館

㈱佐藤工業
㈲佐藤石材店
三桂興産㈱　新潟工場
三桂精機㈱　新潟工場
㈲山北衛生社
さんぽく体験交流（企）
山北タクシー㈱
㈲山北生コン
さんぽく生業の里（企）
村上市森林組合
昭和運送㈱
㈱新光
菅原木材㈱
高橋工業㈱
㈲トガシ住建
㈱富樫設備
富樫木材㈲

㈲中浜観光物産
㈲中俣缶詰
新潟三桂㈱
㈲日本海企画
㈱日本海サーﾋﾞス
平方商事㈲
㈱フタバ
府屋自動車工業㈱
府屋主食配給企業組合
㈲本間商事
㈱又助組
㈲松本組
㈱松山組
㈱マルカ工業
㈱丸勝瓦
㈱丸久建築
㈲みつば

村上信用金庫 府屋支店
㈱村文建設
㈲メディア
㈱山正鮮魚
㈲ヤマジョウ本間商店
㈱ライフサポート総合保険
㈱渡辺鮮魚
㈲みつば
村上信用金庫 府屋支店
㈱村文建設
㈲メディア
㈱山正鮮魚
㈲ヤマジョウ本間商店
㈱ライフサポート総合保険
㈱渡辺鮮魚

㈲朝日印刷
㈱朝日工務店
㈲朝日産業食品工業
朝日相互燃料㈱
㈲五十嵐製材所
㈱石光

（宗）医泉寺
㈲板垣工務店
㈲板垣設備
㈱板垣鉄工所
㈱エスケー食品
㈱恵比須商会
㈲大田工事店
㈱大田電気

㈱大場工務店
㈲貝沼建機
㈲カツモク
㈲共同土建
㈲こどもや
㈱齋藤工業
㈱栄建設

（医）佐藤医院
㈲塩野町石油
渋谷建設㈱
㈲島田特殊土木
㈲新朝開発工業
㈲スエヒロファ－ム
㈲菅井食品

㈲寿し駒
㈱鈴木建具製作所
㈲相馬工業

（宗）大儀寺
㈲大吉亭
㈲高橋組
㈲高橋測量設計事務所
㈲高橋土建
㈱高橋塗装工業所
㈲田村製材所
㈲遠山木材
㈱中嶋木材
㈲ファミリーオートサイトウ
㈱北越測量

㈱本間建設
㈱本間自動車
㈱まほろば
㈱マルイ
㈱丸橋
㈲丸八建設
㈲ミトク
㈲みどり農産
村上舗材㈱
㈱柳自動車
㈲ヤマゲン水産
㈱横井組



平成28年８月法　人　会　だ　よ　り第52号（ 6 ）

　青年部が主催する租税教室も少しずつ定着してきて
おります。昨年度は13校の小学校で開催させて頂きま
した。毎年開催させて頂いている学校から新規の学校
と様々ですが、特に毎年開催校の先生からは児童の反
響がとても良く税に関する質問等が多くなってきたと
聞いております。
　又、先日は村上市内を歩いている時、児童から「あ、
税務署のおじさんだ！」と声をかけられました。よく
よく聞いてみた
ら租税教室を開
催した学校の児
童だったわけで
すが、ある意味
児童達とのコ
ミュニケーンも
感じる場面で少しばかりでも地域貢献させて頂いてい
る実感がわいた次第です。
　租税教室の講師も年々増えてきており、青年部メン
バーが手分けをし、各学校を回らせて頂いております。
ただ、開催時期が12月〜２月に集中しているため仕事
的に年度末の忙しいメンバーが多く何とか仕事の合間
を見ての租税教室と言うのが現状です。今後更に充実
した内容にする為にも開催時期や講師の育成等課題は
ありますが、出来るだけのお手伝いを続けて行きたい
と思います。

青年部会部会長　遠山　忠宏 　 女性部会部会長　竹内伊津子 　
青年部会の動き 女性部会の活動
青年部会の活動 女性部会の活動

　６月８日全法連女性部会連絡協議会が、福島県郡山
市で開催され、1800名の方々が参加されました。村上
からも、大滝副部会長、佐藤副部会長と私の３名で参
加して参りました。
　会場に入り、私たちが最初に向かった先は絵はがき
コンクールの展示会場でした。
　全国の学校から集まった作品
は、どれも見事な作品ばかりで
したが、その中でも最優秀作品
は、さすがと思わせるほど素晴
らしく、私たちも感銘を受けま
した。色の使い方の素晴らしさ
と標語の使い方がバランス良く
描かれ、本人はもとより指導し
ていらっしゃる先生方、又ご家
族の方々の力の入れようが伝わってきました。
　オリンピックが行われるブラジルのリオでは、治安
の悪化が問題になっています。
 　そんなニュースを見る度に、不安定な治安の中で
十分な教育を受けていない子ども達の未来を心配せず
にはいられません。
　幸い、日本の子ども達は、租税教室で税金の大切さ
を小学校から勉強していますので、これからの日本を、
より素晴らしい国にしてくれることでしょう。
　これからも絵はがきコンクールに先生方のご協力の
もと、より多くの参加を願っております。

村上法人会からインターネットセミナーのご案内
村上法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます。

会員ID：hj1023　パスワード：1871 100タイトル以上が無料で受講できます。

絵はがきコンクール審査中（写真はいずれも村上新聞社提供）



【会社の沿革】
　高校卒業後、東京、横浜、熱海で板前修業中、家庭
の事情で生家後継者として帰郷、農業をしながら夜は、
飲食店へ勤める。
　独立の夢はあきらめ切れず、昭和57年自宅新築時の
廃材を利用して「キッチンサービス大吉」を開店。こ
の年は、春に自宅新築、夏に店を開店、秋には自宅で
自分で作った料理で結婚式を行いました。平成８年６
月カラオケボックス部門開業。カラオケはカセットテー
プやレーザーディスクからハードディスクへと大きく
変ぼうし、毎日行列のできる程のブームとなりました。
平成12年10月宴会場新築。宴会と葬儀、法事等、大型
需要が増え始め板前や従業員の増員、マイクロバスの
増車などをしました。
【会社の経営理念】
　自分が酒好きな為、お客様の立場になって「おいし
く・安く・楽しく」「出来るサービスは快く」です。
開店当初、飲んだご主人を奥様が迎えに来るとパジャ

マ姿の為、深夜で
もクラクションを
鳴らすので私が送
迎を始めました。
自作のチラシには
「交通安全標語・
飲酒運転撲滅」を
必ず書き入れ、中
山村長時代には交通安全事業所表彰を朝日村第１号と
して、交通音楽隊の生演奏をバックにて頂きました。
【今後の展望、事業展開】
　国内の景気の低迷や消費税アップ等の影響を真っ先
に強く受けるのは、飲食業界ではないでしょうか。そ
して時代の変化による「お祭り・お神楽」の交流の低
下などは売上減少の一因です。暗い話になりましたが、
後継者にも「自分の為より、お客様の為」を念頭にア
ンチエイジング時代の流れに合った料理、高齢者向け
料理の勉強、お座敷料無料化など小さな事でも積み重
ねて、心のおもてなしへと繋げて行ってほしいと思い
ます。

平成28年８月 法　人　会　だ　よ　り 第52号（ 7 ）

企業訪問 【会社の概要】
●代 表 者　代表取締役　貝沼　誠司
●創　　業　昭和57年７月
●法人設立　平成15年６月
●資 本 金　300万円
●従 業 員　７名
●事業内容　居酒屋（焼肉・寿司・コース料理）
　　　　　　宴会場（150名収容）
　　　　　　カラオケ　個室（10名）３室　 スナックルーム（20名）１室
●住所　　　〒958-0254　村上市十川1471番地
　　　　　　TEL 0254-72-1946／FAX 0254-60-2015
●ＵＲＬ　　http://daikichitei.com

㈲ 大 吉 亭

代表取締役　貝沼 誠司

新潟巧測株式会社

一般測量・航空測量・調査・設計

越後薬膳ツーリズム

新潟県村上市坂町２４０３−２０
〒959-3132  TEL（0254）６２−５４９２
  FAX（0254）６２−４９９５
E -ma i l： i n f o@k o u s o k u - k k . c om
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平成27年度正味財産増減計算書　平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
単位：円

科　　　　目 当年度 前年度 増減 備　　考
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 1,253 1,250 3
　　基本財産受取利息 1,253 1,250 3 基本財産利息収入
　特定資産運用益 14 22 △ 8
　　特定資産受取利息 14 22 △ 8 特定積立金利息収入
　受取会費 4,846,000 4,638,000 208,000
　　正会員受取会費 4,819,000 4,617,000 202,000 一般会費収入
　　賛助会員受取会費 27,000 21,000 6,000
　事業収益 2,600,000 2,840,500 △ 240,500
　　会員親睦事業収益 1,898,000 2,102,500 △ 204,500 懇親会等会費収入
　　青年・女性部会事業収益 582,000 618,000 △ 36,000 青年・女性部会会費収入
　　広報事業収益 120,000 120,000 0 会報広告料収入
　受取補助金 4,728,500 4,551,500 177,000
　　受取全法連助成金振替額 3,443,500 3,437,500 6,000 全法連助成金(A)
　　受取全法連助成金 150,000 0 150,000 全法連助成金(Ｂ)
　　受取全法連補助金 15,000 0 15,000 全法連補助金(Ｂ)
　　受取県法連補助金 1,120,000 1,114,000 6,000 県連補助金(Ｂ)
　雑収益 207,106 243,063 △ 35,957
　　受取利息 630 423 207 受取利息収入
　　雑収益 206,476 242,640 △ 36,164 雑収入
　経常収益計（A） 12,382,873 12,274,335 108,538
　（２）経常費用
　事業費 9,774,441 9,756,649 17,792
　（税に関する研修会事業） 317,702 221,287 96,415
　　会場費 160,326 21,320 139,006
　　資料費 24,970 0 24,970
　　諸謝金 38,000 40,000 △ 2,000
　　印刷製本費 26,460 0 26,460
　　委託費 58,320 58,320 0
　　消耗品費 1,804 44,353 △ 42,549
　　通信運搬費 3,772 57,294 △ 53,522
　　委員会費 4,050 0 4,050
　（税法税務に関する教材作成配布事業） 39,540 43,383 △ 3,843
　　資料費 0 0 0
　　通信運搬費 39,540 43,383 △ 3,843
　（租税教育事業） 158,783 129,637 29,146
　　会場費 2,090 11,180 △ 9,090
　　印刷製本費 55,651 48,716 6,935
　　通信運搬費 1,596 3,098 △ 1,502
　　消耗品費 72,831 44,678 28,153
　　支払負担金 18,000 0 18,000
　　委員会費 8,615 21,965 △ 13,350
　（税の広報事業） 306,011 235,201 70,810
　　会場費 0 0 0
　　印刷製本費 81,648 16,200 65,448
　　委託費 30,900 30,900 0
　　新聞掲載費 55,400 55,100 300
　　通信運搬費 18,832 27,141 △ 8,309
　　消耗品費 33,763 20,860 12,903
　　支払負担金 85,000 85,000 0
　　委員会費 468 0 468
　（会報発行事業） 370,031 271,308 98,723
　　会報作成費 295,920 230,688 65,232
　　通信運搬費 74,111 40,620 33,491
　（税制改正提言事業） 3,214 16,872 △ 13,658
　　調査研究費 3,214 16,872 △ 13,658
　　委員会費 0 0 0
　（地域社会経営支援研修事業） 130,935 274,700 △ 143,765
　　会場費 47,915 112,600 △ 64,685
　　資料費 1,000 2,940 △ 1,940
　　諸謝金 10,000 83,396 △ 73,396
　　委託費 58,320 58,320 0
　　支払負担金 11,000 10,000 1,000
　　印刷製本費 2,700 2,240 460
　　通信運搬費 0 5,204 △ 5,204
　（地域社会の経済経営に関する教材作成配布事業） 18,831 0 18,831
　　資料費 0 0 0
　　通信運搬費 18,831 0 18,831
　（地域社会貢献活動事業） 168,386 140,246 28,140
　　会場費 23,750 35,000 △ 11,250
　　通信運搬費 2,390 3,606 △ 1,216
　　消耗品費 38,403 52,479 △ 14,076
　　諸謝金 98,003 45,594 52,409
　　印刷製本費 1,790 152 1,638

単位：円
科　　　　目 当年度 前年度 増減 備　　考

　　委員会費 4,050 3,415 635
　（会員支援事業） 49,818 27,744 22,074
　　会員表彰事業費 49,351 24,404 24,947
　　委員会費 467 3,340 △ 2,873
　（組織基盤強化のための支援事業） 79,833 42,079 37,754
　　会員増強推進費 60,242 31,000 29,242
　　通信運搬費 1,756 2,414 △ 658
　　委員会費 17,835 8,665 9,170
　（会員交流事業） 1,997,622 2,381,923 △ 384,301
　　会員交流費 1,997,622 2,381,923 △ 384,301
　（会員の福利厚生制度推進に関する事業） 61,599 6,179 55,420
　　福利厚生事業費 56,244 298 55,946
　　委員会費 5,355 5,881 △ 526
　（管理費のうち事業費配賦額） 6,072,136 5,966,090 106,046
　　給料手当 4,004,113 4,023,897 △ 19,784
　　福利厚生費 990,337 920,250 70,087
　　旅費交通費 299,691 429,720 △ 130,029
　　通信運搬費 176,772 130,569 46,203
　　什器備品費 0 0 0
　　消耗品費 143,646 55,782 87,864
　　印刷製本費 63,864 30,526 33,338
　　賃借料 249,000 252,000 △ 3,000
　　租税公課 996 336 660
　　支払負担金 81,900 81,750 150 県連会費
　　支払手数料 61,817 41,260 20,557
　　雑費 0 0 0
　管理費 2,120,479 1,732,720 387,759
　　給料手当 820,119 766,456 53,663
　　福利厚生費 202,840 175,286 27,554
　　渉外慶弔費 60,000 10,000 50,000
　　表彰費 18,576 0 18,576
　　会議費 544,986 331,894 213,092
　　　総会費 324,326 227,140 97,186
　　　役員会費 138,365 95,514 42,851
　　　その他会議費 81,835 8,205 73,630
　　　委員会費 460 1,035 △ 575
　　旅費交通費 61,383 81,852 △ 20,469
　　通信運搬費 36,207 24,870 11,337
　　什器備品費 0 0 0
　　消耗品費 29,422 10,625 18,797
　　印刷製本費 13,081 5,814 7,267
　　賃借料 51,000 48,000 3,000
　　租税公課 204 64 140
　　事務委託費 250,000 250,000 0
　　支払負担金 20,000 20,000 0
　　支払手数料 12,661 7,859 4,802
　　雑費 0 0 0
　経常費用計（B） 11,894,920 11,489,369 405,551
　当期経常増減額（Ａ－Ｂ） 487,953 784,966 △ 297,013

　２．経常外増減の部
　（１）経常外収益
　　固定資産売却益
　　固定資産受増益
　経常外収益計 0 0 0
　（２）経常外費用
　　固定資産売却損
　　固定資産除却損
　　災害損失
　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 487,953 784,966 △ 297,013
　　法人税、法人県民税、法人市民税 0 0 0
　　当期一般正味財産増減額 487,953 784,966 △ 297,013
　　一般正味財産期首残高 6,401,568 5,616,602 784,966
　　一般正味財産期末残高 6,889,521 6,401,568 487,953
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　受取補助金等 3,443,500 3,437,500 6,000
　　受取全法連助成金 3,443,500 3,437,500 6,000
　　一般正味財産への振替額 △ 3,443,500 △ 3,437,500 0
　　　　一般正味財産への振替額 △ 3,443,500 △ 3,437,500 △ 6,000
　　　　当期指定正味財産増減額　　 0 0 0
　　　　指定正味財産期首残高　　 0 0 0
　　　　指定正味財産期末残高　　 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高　　 6,889,521 6,401,568 487,953

一般貨物自動車運送事業

SYORYU Transport Service
昌隆運輸    有限

会社

本　　　社
〒959－3435
新潟県村上市宿田２２５番２８
TEL 0254-66-8080　FAX 0254-66-8082

新潟営業所
〒950－3102
新潟市北区島見町２４３４番地４１
TEL 025-255-4567　FAX 025-255-4688

〒958－0853　村上市山居町１ｰ８ｰ36
宅配クック123 村上かんきち堂店

電話 ５３ｰ８４４１

宅配クック１２３のやわらか食
こんな方に

です
おすすめ

硬いものが食べられない方
刻み食では食べづらい方
刻み食よりもやわらかい食事をおもとめの方

おかず＋おかゆセット� 798円（税込）
おかずのみ� 756円（税込）

2017年末まで有効

代表取締役
石　田　昌　幸
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平成28年度収支予算書（損益計算ベース）平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
単位：円

科　　　　目 当年度 前年度 増減 備　　考
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 800 1,240 △ 440
　　基本財産受取利息 800 1,240 △ 440 基本財産利息収入
　特定資産運用益 10 20 △ 10
　　特定資産受取利息 10 20 △ 10 特定積立金利息収入
　受取会費 4,800,000 4,700,000 100,000
　　正会員受取会費 4,779,000 4,683,500 95,500 一般会費収入
　　賛助会員受取会費 21,000 16,500 4,500
　事業収益 1,640,000 1,620,000 20,000
　　会員親睦事業収益 950,000 900,000 50,000 懇親会等会費収入
　　青年・女性部会事業収益 570,000 600,000 △ 30,000 青年・女性部会会費収入
　　広報事業収益 120,000 120,000 0 会報広告料収入
　受取補助金 4,711,300 4,713,500 △ 2,200
　　受取全法連助成金振替額 3,441,300 3,443,500 △ 2,200 全法連助成金（Ａ）
　　受取全法連助成金 150,000 150,000 0 全法連助成金（Ｂ）
　　受取県連補助金 1,120,000 1,120,000 0 県連補助金（Ｂ）
　雑収益 200,200 200,500 △ 300
　　受取利息 200 500 △ 300 受取利息収入
　　雑収益 200,000 200,000 0 雑収入
　経常収益計（A） 11,352,310 11,235,260 117,050
　（２）経常費用
　事業費 9,276,300 9,135,340 140,960
　（税に関する研修会事業） 150,700 175,700 △ 25,000
　　会場費 30,000 30,000 0
　　資料費 3,000 3,000 0
　　諸謝金 20,000 30,000 △ 10,000
　　印刷製本費 3,000 3,000 0
　　委託費 56,700 56,700 0
　　消耗品費 2,000 2,000 0
　　通信運搬費 35,000 50,000 △ 15,000
　　委員会費 1,000 1,000 0
　（税法税務に関する教材作成配布事業） 19,000 27,000 △ 8,000
　　資料費 1,000 2,000 △ 1,000
　　通信運搬費 18,000 25,000 △ 7,000
　（租税教育事業） 151,000 160,000 △ 9,000
　　会場費 10,000 20,000 △ 10,000
　　印刷製本費 50,000 60,000 △ 10,000
　　通信運搬費 5,000 10,000 △ 5,000
　　消耗品費 50,000 60,000 △ 10,000
　　支払負担金 28,000 0 28,000
　　委員会費 8,000 10,000 △ 2,000
　（税の広報事業） 193,100 202,000 △ 8,900
　　会場費 5,000 10,000 △ 5,000
　　印刷製本費 3,000 5,000 △ 2,000
　　委託費 30,900 30,000 900
　　新聞掲載費 55,200 54,000 1,200
　　通信運搬費 5,000 5,000 0
　　消耗品費 8,000 12,000 △ 4,000
　　支払負担金 85,000 85,000 0
　　委員会費 1,000 1,000 0
　（会報発行事業） 330,000 300,000 30,000
　　会報作成費 250,000 215,000 35,000
　　通信運搬費 80,000 85,000 △ 5,000
　（税制改正提言事業） 7,000 31,000 △ 24,000
　　調査研究費 6,000 30,000 △ 24,000
　　委員会費 1,000 1,000 0
　（地域社会経営支援研修事業） 228,700 260,700 △ 32,000
　　会場費 45,000 75,000 △ 30,000
　　資料費 3,000 3,000 0
　　諸謝金 80,000 80,000 0
　　委託費 56,700 56,700 0
　　支払負担金 16,000 16,000 0
　　印刷製本費 10,000 10,000 0
　　通信運搬費 18,000 20,000 △ 2,000
　（地域社会の経済経営に関する教材作成配布事業） 21,000 23,000 △ 2,000
　　資料費 3,000 3,000 0
　　通信運搬費 18,000 20,000 △ 2,000
　（地域社会貢献活動事業） 207,000 283,000 △ 76,000
　　会場費 30,000 50,000 △ 20,000
　　通信運搬費 18,000 20,000 △ 2,000
　　消耗品費 48,000 50,000 △ 2,000
　　諸謝金 100,000 150,000 △ 50,000
　　製本印刷費 8,000 10,000 △ 2,000

単位：円
科　　　　目 当年度 前年度 増減 備　　考

　　委員会費 3,000 3,000 0
　（組織基盤強化のための支援事業） 255,000 330,000 △ 75,000
　　会員増強推進費 200,000 250,000 △ 50,000
　　通信運搬費 30,000 30,000 0
　　委員会費 25,000 50,000 △ 25,000
　（会員支援事業） 55,000 55,000 0
　　会員表彰事業費 50,000 50,000 0
　　委員会費 5,000 5,000 0
　（会員交流事業） 980,000 950,000 30,000
　　会員交流費 980,000 950,000 30,000
　（会員の福利厚生制度推進に関する事業） 35,000 35,000 0
　　福利厚生事業費 30,000 30,000 0
　　委員会費 5,000 5,000 0
　（管理費のうち事業費配賦額） 6,643,800 6,302,940 340,860
　　給料手当 4,755,240 4,284,000 471,240
　　福利厚生費 1,008,000 1,050,000 △ 42,000
　　旅費交通費 294,000 336,000 △ 42,000
　　通信運搬費 42,000 42,000 0
　　消耗什器備品費 42,000 42,000 0
　　消耗品費 67,200 84,000 △ 16,800
　　印刷製本費 67,200 84,000 △ 16,800
　　賃借料 252,000 252,000 0
　　租税公課 840 840 0
　　支払負担金 83,400 81,900 1,500 県連会費
　　支払手数料 29,400 42,000 △ 12,600
　　雑費 2,520 4,200 △ 1,680
　管理費 1,999,600 1,979,960 19,640
　　給料手当 905,760 816,000 89,760
　　福利厚生費 192,000 200,000 △ 8,000
　　渉外慶弔費 50,000 50,000 0
　　表彰費 30,000 50,000 △ 20,000
　　会議費 400,000 425,000 △ 25,000
　　　総会費 250,000 250,000 0
　　　役員会費 80,000 65,000 15,000
　　　その他会議費 60,000 100,000 △ 40,000
　　　委員会 10,000 10,000 0
　　旅費交通費 56,000 64,000 △ 8,000
　　通信運搬費 8,000 8,000 0
　　消耗什器備品費 8,000 8,000 0
　　消耗品費 12,800 16,000 △ 3,200
　　印刷製本費 12,800 16,000 △ 3,200
　　賃借料 48,000 48,000 0
　　租税公課 160 160 0
　　事務委託費 250,000 250,000 0
　　支払負担金 20,000 20,000 0
　　支払手数料 5,600 8,000 △ 2,400
　　雑費 480 800 △ 320
　経常費用計（B） 11,275,900 11,115,300 160,600
　当期経常増減額（Ａ－Ｂ) 76,410 119,960 △ 43,550

　２．経常外増減の部
　（１）経常外収益
　　固定資産売却益
　　固定資産受増益
　経常外収益計 0 0 0
　（２）経常外費用
　　固定資産売却損
　　固定資産除却損
　　災害損失
　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 76,410 119,960 △ 43,550
　　法人税、法人県民税、法人市民税 0 0 0
　　当期一般正味財産増減額 76,410 119,960 △ 43,550
　　一般正味財産期首残高 6,889,521 6,769,561 119,960
　　一般正味財産期末残高 6,965,931 6,889,521 76,410
Ⅱ　指定正味財産増減の部　
　　受取補助金等　 3,441,300 3,443,500 △ 2,200
　　受取全法連助成金　 3,441,300 3,443,500 △ 2,200
　　一般正味財産への振替額　 △ 3,441,300 △ 3,443,500 2,200
　　　　一般正味財産への振替額　 △ 3,441,300 △ 3,443,500 2,200
　　　　当期指定正味財産増減額　 0 0 0
　　　　指定正味財産期首残高　 0 0 0
　　　　指定正味財産期末残高　 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高　 6,965,931 6,889,521 76,410

〒958−0261  新潟県村上市猿沢字上野3504番地17
  TEL（0254）72−1104  FAX（0254）72−1587
  E-mail：saito-n@saitoh-k.co.jp

技術と信頼で街づくりに奉仕する
総合建設業
［営業品目］一般土木工事・建築工事・屋根瓦工事

株式会社 斎 藤 工 業
代表取締役 齋 藤  信 行

鮮魚・魚貝類卸問屋

代表取締役　渡  辺  忠  洋
TEL（0254）７８－２００３㈹

㈱渡辺鮮魚忠
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