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　スケートボードが東京オリンピックの正式
種目に決まり、トップアスリート・ジュニア
選手の育成、大会・合宿を通じた地域活性化
を目的として村上市スケートパークが建設さ
れました。先般のオリンピックのスケートボー
ドの金メダリストたちもこの会場で事前合宿
をしていました。

村上市スケートパーク

●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

室内競技場
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着任のあいさつ会長就任あいさつ
村上税務署長　益子　則男　公益社団法人 村上法人会

会長　今井　栄一　

　この度、令和３年６月の通常総会に於いて、会長に
就任する事になりました。引き続き、今後２年間法人
会の皆様にご協力ご支援をいただき、法人会発展の為、
そして会員企業の繁栄に微力ではありますが努力して
いく覚悟です。よろしくお願い申し上げます。
　平成25年に会長に就任してから、当初に掲げた会員
企業数600社達成まであともう少しというところまで
来ました。会員の増強運動に伴い、大型保障制度の推
進や会員優遇制度の活用など大きな特典があり、この
ことは、昨今の厳しい経営状況の中で心強い制度であ
ります。また、本会は県内法人会のなかにおいて優秀
な成績をおさめており、３年連続賞をいただくことが
できました。これはひとえに会員皆様のご協力の賜物
と心よりお礼申し上げます。
　近年の新型コロナウイルス感染症流行により本会も
各種行事・活動が制限される事態となっております。
このことは企業の再編、廃業などの影響をもたらし、
加えて少子高齢化や人口減少などの社会問題とあわせ
て、この何かと不透明な時代にあっては、企業にとっ
て経営環境が一層厳しくなっており、企業の一層の経
営努力と独自性が要求されていると感じます。
　このような状況の中で、地域経済を支える法人会の
役割が大変重要となります。
　さて、本会は村上税務署のご協力のもと、正しい税
知識の向上、税のオピニオンリーダとして税務研修、
講演会の開催等で高い評価をいただいております。ま
た、青年部会・女性部会が行っている小学６年生を対
象とした租税教室の開催、税に関する絵はがきコンクー
ル、介護福祉施設への訪問等の社会貢献活動では、地
域の将来を担う若い経営者達の積極的な参加と精力的
な活動がめざましく、これからの時代彼らがこの地域
を支える経営者となってくれることと確信しておりま
す。
　社会構造・生活様式の変化の伴い、経営環境も厳し
さが増しております。このような多様性と変化の時代
に対応できる経営能力が一層必要とされます。特にこ
れからの地域企業を担う若い経営者の皆さまの本会へ
の積極的な参加と研鑽の積み重ねが、地域経済の発展
と会社経営にも大いに役立つことと思います。
　今後とも法人会活動に対し、ご理解とご協力をお願
いすると共に、会員企業皆様のご繁栄を心よりご祈念
し、就任のご挨拶とさせていただきます。

　この度の人事異動で、東京国税局新宿税務署特別国
税徴収官から村上税務署長を拝命いたしました益子で
ございます。
　前任の鈴木同様、よろしくお願いいたします。
　新潟県の勤務は初めてとなりますが、管内には名所
や旧跡、風光明媚な地が多くあり、縁あって当地に勤
務できますことを、大変光栄に思っております。
　公益社団法人村上法人会の皆様には、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、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、「よき経営者を目指すもの
の団体」としての基本方針に基づき、正しい税知識の
普及や納税意識の高揚を図るため、各種研修会等に熱
心に取り組まれているほか、社会貢献活動として、海
岸清掃ボランティアや障害者支援施設へのタオルの寄
贈、また、小学校の租税教室への講師派遣や「税に関
する絵はがきコンクール」の開催により、租税教育の
充実にも積極的に取り組んでいただいております。
　これらは、今井会長をはじめとする役員の皆様の優
れた指導と会員の皆様のご尽力の賜物であり、深く敬
意を表する次第です。
　さて、税務を取り巻く環境は、経済活動のICT化や
グローバル化の進展に加え、新型コロナウイルス感染
症の影響により、急速に変化しております。
　税務当局としましては、ICTの活用による「納税者
の利便性の向上」と「課税・徴収の高度化・効率化」
を２本の柱とする「スマート税務行政」を目指し、様々
な取組を進めるとともに、本年６月には、「デジタル
を活用した、国税に関する手続や業務の在り方の抜本
的な見直し」（税務行政のデジタル・トランスフォー
メーション）に取り組んでいく方針を明確にしました。
　このような様々な課題に対応し、適正・公平な課税、
徴収を実現していくためには、私どもの力のみでは自
ずと限りがあり、村上法人会の皆様のお力添えが必要
不可欠であると考えております。
　また、本年10月からインボイス制度の適格請求書発
行事業者の登録申請が開始されることもあり、今後も
皆様とより一層の連携・協調を図り、円滑な税務行政
の推進に努めてまいりたいと考えておりますので、ご
支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、公益社団法人村上法人会の益々のご発展と
会員の皆様のご健勝並びに事業のご繁栄を祈念申し上
げまして、着任の挨拶とさせていただきます。



令和３年８月 法　人　会　だ　よ　り 第67号（ 3 ）

　公益社団法人に移行して第９回目の通常総会が、６
月４日、「大観荘せなみの湯」を会場に開催されました。
　今年度の総会は新型コロナウイルスの影響により昨
年に引き続き少人数での開催となりました。
　当日は、本会の総会前に村上支部（正会員263社）
の総会も実施されましたが、本会の総会と同じように
少人数での開催でありました。その後、本会の総会（正
会員572社中出席375社うち委任状331社）にも村上支
部会員にも合流していただいての開催となりました。
　冒頭開会のあいさ
つで今井会長は、
「新型コロナの影響
で働き方や生活様式
が変化し同会の活動
も中止になることが
あったが、出来るだ
けのことはしてきま
した。今後も厳しい期間が続くと思うが法人会は様々
な活動をしながら、地域経済の発展のために活動して
いきたい」と述べられました。その後議事に入り、理
事会承認事項の「令和２年度事業報告」「令和３年度
の事業計画」「令和３年度収支予算」が報告されました。
次に決議事項として「令和２年度決算報告」の審議に

移り、満場異議なく
原案のとおり可決さ
れました。
　引き続き、鈴木村
上税務署長に来賓祝
辞をいただきました。
　次に、優良経理担
当職員の表彰に移る
べき所ではありましたが、新型コロナウイルスの影響
を鑑み中止とさせていただき表彰者につきましては、
後日表彰状と記念品をお届けいたしました。また、退
任役員功労者表彰及び税務署長感謝状につきまして
は、それぞれ表彰いたしました。総会終了後、「変わ
る日本　変わる経営～激動する日本経済を見通す」と
題してノースアジア大学経済学部特任教授の野口秀行
氏にご講演をいただきました。交流会につきましては
中止といたしました。

講演中の野口講師

今井会長あいさつ

鈴木税務署長祝辞

通常総会開催
令和３年度

新規会員企業紹介
（令和３年１月1日～３年７月末現在）（順不同・敬称略）

法　人　名 代表者名 住　　所 入会月日 支 部
㈱大川屋製作所 菅原　　保 村上市塩町１番19号 ４月１日 村上
㈲高成エレック 髙橋　正夫 村上市長井町２番１号 ６月11日 村上
㈱双葉 平山　葉子 村上市緑町２丁目４番７号 ６月30日 村上

■青年部会
法　人　名 代表者名 住　　所 入会月日 支 部

二野建設㈱ 二野　佑允 村上市若葉町２番18号 ４月１日 村上

■女性部会
法　人　名 代表者名 住　　所 入会月日 支 部

㈱佐藤工業 山岸　明美 村上市勝木1318番地１ ３月17日 山北
㈱石山建設 石山　清子 関川村大字下川口594番地１ ３月18日 関川
㈱コウデン 工藤　広美 村上市下助渕3057番地１ ３月19日 神林
㈱会津屋 舩山　奈知子 村上市上助渕1777番地４ ３月19日 村上
㈱渋谷工務店 澁谷　佳美 村上市羽黒町７番40号 ３月22日 村上
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役職名 氏　 名 法 人 名 支部名
会　長 今　井　栄　一 ㈱大進建設 村 上
副会長 三　原　　　栄 ㈲三栄農産 関 川
同 佐　藤　　　巧 新潟巧測㈱ 荒 川
同 大　島　康　司 ㈱大島組 神 林
同 小　田　佐千栄 ㈱加藤組 村 上
同 伴　田　和　良 村上自動車㈱ 村 上
同 渋　谷　　　浩 渋谷建設㈱ 朝 日
同 板　垣　正　徳 ㈱板垣ボーリング 山 北
理　事 須　貝　圭　介 ㈱ＳＨＫ 関 川
同 渡　邉　英　一 荒川タクシー㈱ 関 川
同 山　田　俊治郎 ㈲やまたき 荒 川
同 渡　辺　信　夫 渡辺鉄工㈱ 荒 川
同 貝　沼　和　美 ㈱日建運輸 荒 川
同 木　村　友　紀 ㈱木村組 神 林

役職名 氏 名 法 人 名 支部名
部会長 東  　 圭 一 ㈲小泉屋 関 川

副部会長 津 島 健 二 ㈱内山組 村 上

同 今 井 伸 一 ㈱大進建設 村 上

同 渡 辺  　 健 ㈲三栄農産 関 川

理 事 須 貝 圭 介 ㈱SHK 関 川

同 三 田 敏 志 ㈲夢ファームあらかわ 荒 川

同 小 野 和 成 ㈱山富 荒 川

同 中 原 大 輔 北越瓦工業㈱ 神 林

同 横 山  　 誠 ㈲北部衛生社 村 上

同 服 部  　 滋 ㈲ダイメックス 村 上

同 本 間 武 志 北越運送㈱ 村 上

同 二 野 佑 允 二野建設㈱ 村 上

同 渡　部　佑太郎 ㈱加藤組 村 上

同 富 樫  　 淳 ㈱富樫工務所 朝 日

同 富 樫 正 樹 ㈲メディア 山 北

監 事 齋 藤  　 彰 大江戸温泉物語汐美荘 村 上

同 渡 邉 拓 也 （農）上関ふぁーむ 関 川
（令和３年５月14日選任）～敬称略～

役職名 氏 名 法 人 名 支部名
部会長 岩　間　美　果 富樫建設工業㈱ 村 上

副部会長 佐　藤　美代子 マルト鮮魚㈱ 村 上

同 木　村　智　子 ㈲増田製畳 神 林

理 事 石　山　清　子 ㈱石山建設 関 川

同 高　橋　富　美 ㈲関川自動車 関 川

同 山　田　洋　子 ヤマダホーム㈱ 荒 川

同 小　池　利　江 ㈱小池建設 村 上

同 鈴 木 た け 子 ㈱ダスキン鈴木 村 上

同 前　沢　範　子 ㈲大和屋旅館 村 上

同 渡　邉　京　子 大同生命保険㈱新潟支社 村 上

同 大　田　公　子 ㈱大田電気 朝 日

同 横　井　亜津子 ㈱丸橋 朝 日

同 松　本　美　智 ㈲松本組 山 北

同 渡　辺　美紀子 ㈲笹川流れ観光汽船 山 北

監 事 山　貝　世津子 ㈱新多久 村 上

同 山ノ井　まみ子 ㈱ヤマノイ 村 上

顧 問 竹　内　伊津子 ㈲千渡里 村 上

同 大　滝　八重子 大滝自動車工業㈱ 村 上
（令和３年５月14日選任）～敬称略～

なお、顧問については、女性部会規約第6条に規定する役員ではあ
りません。必要の都度協力をお願いするものです。

役職名 氏　 名 法 人 名 支部名
理　事 忠　　　裕　栄 ㈱村上エレテック 神 林
同 尾　崎　克　博 ㈱大観荘 村 上
同 伴　田　　　宏 ㈱又上 村 上
同 渡　邉　　　明 ㈱わら竹 村 上
同 本　間　　　敦 ㈱横井組 朝 日
同 丹　　　大　輔 ㈱丸橋 朝 日
同 本　間　義　人 府屋自動車工業㈱ 山 北
同 松　山　晴　久 ㈱松山組 山 北
同 東　　　圭　一 ㈲小泉屋 青年部会
同 岩　間　美　果 富樫建設工業㈱ 女性部会
監　事 佐　藤　元　平 ユニウッド㈱ 村 上
同 岩　田　孝　義 ㈱酒のかどや 村 上

専務理事 瀬　賀　　　功 （公社）村上法人会
（令和３年６月４日選任）～敬称略～　

公益社団法人村上法人会役員名簿

公益社団法人村上法人会青年部会役員名簿 公益社団法人村上法人会女性部会役員名簿
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村上税務署職員の定期異動 令和３年７月10日付
（敬称略）

新　所　属
氏　名

旧　所　属
課･部門 職 名 局･署 課･部門 職 名

税務署長 益子　則男 新宿署 特別国税徴収官（徴収担当） 特別国税徴収官

総務課 総務課長 見田　隆行 浦和署 資産課税第一部門 統括国税調査官

総務課 総務係長 今井　貴裕 上尾署 個人課税第二部門 国税調査官

管理運営・徴収部門 統括国税徴収官 佐藤　芳文 西川口署 管理運営第二部門 統括国税徴収官

個人課税部門 統括国税調査官 宮内　信幸 熊谷署 個人課税第二部門 統括国税調査官

個人課税部門 上席国税調査官 池田　賢一 高田署 資産課税部門 上席国税調査官

法人課税部門 国税調査官 本間　瑠美 新潟署 特別国税調査官（法人担当） 国税調査官

旧　所　属
氏　名

新　所　属
課･部門 職 名 局･署 課･部門 職 名

税務署長 鈴木　昭弘 鹿沼署 税務署長

総務課 総務課長 佐々木昭夫 川口署 特別国税調査官（所得担当） 特別国税調査官

総務課 総務係長 原　　孝介 浦和署 法人課税部門 国税調査官

管理運営・徴収部門 統括国税徴収官 高橋　　努 新津署 管理運営・徴収部門 統括国税徴収官

管理運営・徴収部門 上席国税徴収官 高橋　敬二 三条署 管理運営・徴収部門 上席国税徴収官

個人課税部門 統括国税調査官 吉川　浩之 大宮署 審理専門官（個人担当） 審理専門官

個人課税部門 上席国税調査官 西村　誠悦 新潟署 評価専門官 上席国税調査官

法人課税部門 上席国税調査官 関口　昌典 長岡署 法人課税部門 上席国税調査官

転入者 転出者

優良経理担当職員表彰受賞者

村上税務署長感謝状受賞者

　　　　　　　　受賞者７社７名（順不同・敬称略）
伊　藤　美　香　　伊藤工業　株式会社
木　津　有紀子　　中央建設　株式会社
長谷川　真理子　　株式会社　村上エレテック
鈴　木　めぐみ　　北越運送　株式会社
矢　田　智恵美　　三面川鮭産漁業協同組合
小　池　智　美　　いわふね森林組合
庄　司　久美子　　株式会社　恵比須商会

おめでとうござい
ました。
これからも頑張っ
てください。

大　滝　愼　一　村上信用金庫（副会長）
（敬称略）  おめでとうございました。

功労者表彰受賞の栄に輝く
○全法連功労者表彰受賞者
　　理　事　　佐　藤　勝　利 氏
　　事務局　　瀬　賀　　　功 氏
○県連功労者表彰受賞者
　　会　長　　今　井　栄　一 氏
� （県連副会長として）
　　理　事　　尾　崎　克　博 氏
� おめでとうございました。

　例年通常総会時に表彰を行っておりましたが、このた
びの新型コロナウイルスの対応により、昨年に引続き表
彰式は行わず賞状を後日お届けさせていただきました。

大滝　愼一さん 佐藤勝利さん（右）
板垣一夫さん（中央）

庄司 久美子さん

伊藤 美香さん 木津 有紀子さん 長谷川 真理子さん

矢田 智恵美さん 小池 智美さん鈴木 めぐみさん

退任役員功労者表彰受賞者
大　滝　愼　一　　村上信用金庫　　　　　（副会長）表彰状
佐　藤　勝　利　　株式会社　ヤマサ商事　（理事）　感謝状
板　垣　一　夫　　北越瓦工業　株式会社　（理事）　感謝状
（順不同・敬称略）  おめでとうございます。



　平成19年に創業、平成26年12月に法人設立して今期
で８期目となります。電気工事を主にエアコンなどの
空調設備工事、水廻りの給排水設備工事といった建物
に付帯する設備工事の施工を業務としております。
　昨年より建設中だった新社屋が今年の春に竣工し、
５月に新社屋へ移転しました。
　会社は、働く人が仕事を通じて成長する場であると
考えております。働く環境を整えるのは経営者の仕事
であるとの思いで、多くの方の助けをいただいて思い
を形にすることができました。社員の皆様が日々の業
務に追われながらも懸命に仕事に向かう姿を見て、社
員の意識の変化を感じております。
　現在、課題となっていることは若手の育成です。一
人前と呼ばれる技術者になるには少なくとも３年から

５年の経験が必要です。平均年齢が40代半ばの現状で、
後に続く技術者を育てることは急務だと考えておりま
す。
　近年では、急速なＩＴ化に伴い情報ネットワーク工
事の需要が増えたり、省エネ・脱炭素の流れからＬＥ
Ｄ照明や空調設備の更新などエネルギー効率の高い設
備の需要が高まったりと、時代の流れによりお客様の
ニーズもどんどん変化しています。
　変化に遅れをとらないよう技術の向上を心がけると
共に、基本を忘れず、あたりまえの事をおろそかにし
ないで心をこめて続けること「凡事徹底」を社訓とし
て、社員一人ひとりの技術と知恵が集結した「技術力」
をもって社会に貢献し続ける会社でありたいと思いま
す。
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企業訪問 【会社の概要】
●代 表 者　代表取締役　忠　裕栄
●所 在 地　〒959-3406　村上市下助渕1483-5
　　　　　　TEL 0254-60-1010　FAX 0254-60-1020
　　　　　　E-mail  eletec@coast.ocn.ne.jp
●会社設立　平成26年12月
●資 本 金　500万円
●社 員 数　９名
●事業内容　電気工事・空調工事・給排水工事・消防設備工事

㈱村上エレテック

代表取締役　忠　裕栄

作業風景

社　　屋

レクリエーションの様子

作業風景
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参加者の集合写真

集まったごみの分別

青年部会長開会挨拶

ゴミ回収中 女性部会長閉会挨拶

　去る７月17日村上地区「瀬波温泉海水浴場周辺」を青年部会と女性部会合
同で税務署法人課税部門蟻塚統括にも参加いただき、海浜清掃活動を実施し
ました。
　昨年は「野潟ふれあい広場」付近海岸を行いましたが、今年は「瀬波温泉
海水浴場周辺」で行ないました。
　瀬波温泉海水浴場では、例年漂着ゴミが多数見受けられましたが、今年は
大きな時化がなかったことや各団体が清掃活動を行っているせいか、ゴミは
多くは回収できませんでしたが、漂着木が多かったので集中的に行いました。
　当日は写真のとおり、大勢の青年部会員、女性部会員他子供さんにも参加
いただき早朝ではありましたがにぎやかに活動が出来ました。
　来年もよろしくお願いいたします。

海浜清掃活動実施青年部会� 合同女性部会

☆☆☆ 各種解体工事・各種クレーン作業・各種廃棄物収集運搬等
� 環境整備事業についてはお任せください ☆☆☆

荒川衛生解体工業 有限会社
代表取締役 鈴木良輔
〒959-3111 村 上市長政186-125
TEL（0254）62-3830  FAX62-1685

◇私達は、地域の皆様に愛される会社であり続けることに日々精進し、
　事業を通し、熱意を持って地域のまちづくりに貢献していきます！

関川村推奨みやげ品

あらかわ生しいたけ©

関川村大字上関2-11
☎64-0391
㈱SHK

きのこづくりが村づくり
お手頃価格にて

直売もしております。
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令和２年度正味財産増減計算書　令和２年４月１日から令和３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 500 501 △ 1
　　基本財産受取利息 500 501 △ 1 基本財産利息収入
　特定資産運用益 5 5 0
　　特定資産受取利息 5 5 0 特定積立金利息収入
　受取会費 4,894,000 4,991,500 △ 97,500
　　正会員受取会費 4,834,000 4,937,500 △ 103,500 一般会費収入
　　賛助会員受取会費 60,000 54,000 6,000
　事業収益 1,015,000 2,356,000 △ 1,341,000
　　会員親睦事業収益 238,000 1,576,000 △ 1,338,000 懇親会等会費収入
　　青年・女性部会事業収益 627,000 630,000 △ 3,000 青年 ・女性部会会費収入
　　広報事業収益 150,000 150,000 0 会報広告料収入
　受取補助金等 5,457,000 5,431,900 25,100
　　受取全法連助成金振替額 3,837,000 3,779,900 57,100 全法連助成金(A)
　　受取全法連助成金 370,000 350,000 20,000 全法連助成金(Ｂ)
　　受取全法連補助金 130,000 142,000 △ 12,000 全法連補助金(Ｂ)会員増強支援
　　受取県連補助金 1,120,000 1,160,000 △ 40,000 県連補助金(Ｂ)
　雑収益 724,867 844,622 △ 119,755
　　受取利息 44 31 13 受取利息収入
　　雑収益 724,823 844,591 △ 119,768 雑収入
　経常収益計（A） 12,091,372 13,624,528 △ 1,533,156
　（２）経常費用
　事業費 8,872,630 11,356,827 △ 2,484,197
　（税に関する研修会事業） 122,701 284,852 △ 162,151
　　会場費 15,650 144,871 △ 129,221
　　資料費 0 6,826 △ 6,826
　　諸謝金 0 0 0
　　印刷製本費 737 90 647
　　委託費 59,400 58,320 1,080
　　消耗品費 9,900 22,548 △ 12,648
　　通信運搬費 31,614 42,227 △ 10,613
　　委員会費 5,400 9,970 △ 4,570
　（税法税務に関する教材作成配布事業） 264,917 20,477 244,440
　　資料費 219,100 0 219,100
　　通信運搬費 45,817 20,477 25,340
　（租税教育事業） 110,191 182,240 △ 72,049
　　会場費 1,400 5,100 △ 3,700
　　印刷製本費 41,360 41,790 △ 430
　　通信運搬費 260 2,394 △ 2,134
　　消耗品費 51,571 110,706 △ 59,135
　　支払負担金 0 7,000 △ 7,000
　　委員会費 15,600 15,250 350
　（税の広報事業） 369,705 368,107 1,598
　　会場費 0 30,000 △ 30,000
　　印刷製本費 16,500 36,200 △ 19,700
　　委託費 34,100 33,000 1,100
　　新聞掲載費 56,400 56,000 400
　　通信運搬費 148,157 83,372 64,785
　　消耗品費 17,800 39,550 △ 21,750
　　支払負担金 85,000 85,000 0
　　委員会費 11,748 4,985 6,763
　（会報発行事業） 518,469 497,080 21,389
　　会報作成費 437,250 424,628 12,622
　　通信運搬費 81,219 72,452 8,767
　（税制改正提言事業） 3,570 14,151 △ 10,581
　　調査研究費 3,570 14,151 △ 10,581
　　委員会費 0 0 0
　（地域社会経営支援研修事業） 99,330 272,227 △ 172,897
　　会場費 13,480 88,600 △ 75,120
　　資料費 26,450 5,040 21,410
　　諸謝金 0 102,587 △ 102,587
　　委託費 59,400 58,320 1,080
　　支払負担金 0 10,000 △ 10,000
　　印刷製本費 0 0 0
　　通信運搬費 0 7,680 △ 7,680
　（地域社会の経済経営に関する教材作成配布事業） 0 0 0
　　資料費 0 0 0
　　通信運搬費 0 0 0
　（地域社会貢献活動事業） 63,596 61,252 2,344
　　会場費 0 17,500 △ 17,500
　　通信運搬費 0 204 △ 204
　　消耗品費 28,320 29,473 △ 1,153
　　諸謝金 0 3,405 △ 3,405
　　印刷製本費 0 1,000 △ 1,000
　　委員会費 35,276 9,670 25,606

単位：円
科　　　　目 当年度 前年度 増減 備　　考

　（会員支援事業） 46,818 62,807 △ 15,989
　　会員表彰事業費 35,667 49,647 △ 13,980
　　委員会費 11,151 13,160 △ 2,009
　（組織基盤強化のための支援事業） 135,740 222,300 △ 86,560
　　会員増強推進費 96,470 201,279 △ 104,809
　　通信運搬費 588 656 △ 68
　　委員会費 38,682 20,365 18,317
　（会員交流事業） 342,555 1,712,314 △ 1,369,759
　　会員交流費 342,555 1,712,314 △ 1,369,759
　（会員の福利厚生制度推進に関する事業） 66,784 126,546 △ 59,762
　　福利厚生事業費 53,824 104,981 △ 51,157
　　委員会費 12,960 21,565 △ 8,605
　（管理費のうち事業費配賦額） 6,728,254 7,532,474 △ 804,220
　　給料手当 4,763,080 5,021,702 △ 258,622
　　福利厚生費 1,061,325 1,238,142 △ 176,817
　　旅費交通費 81,382 566,427 △ 485,045
　　通信運搬費 228,954 165,574 63,380
　　消耗什器備品費 130,251 76,957 53,294
　　消耗品費 154,528 119,084 35,444
　　印刷製本費 21,168 12,247 8,921
　　賃借料 252,000 264,000 △ 12,000
　　租税公課 336 352 △ 16
　　支払負担金 0 0 0
　　支払手数料 32,559 66,986 △ 34,427
　　雑費 2,671 1,003 1,668
　管理費 1,904,804 1,924,368 △ 19,564
　　給料手当 907,254 684,778 222,476
　　福利厚生費 202,158 168,837 33,321
　　渉外慶弔費 604 10,000 △ 9,396
　　表彰費 0 30,200 △ 30,200
　　会議費 264,127 498,816 △ 234,689
　　　総会費 135,590 363,416 △ 227,826
　　　役員会費 120,537 108,906 11,631
　　　その他会議費 2,500 19,615 △ 17,115
　　　委員会費 5,500 6,879 △ 1,379
　　旅費交通費 15,502 77,239 △ 61,737
　　通信運搬費 43,610 22,578 21,032
　　消耗什器備品費 24,809 10,493 14,316
　　消耗品費 29,434 16,238 13,196
　　印刷製本費 4,032 1,670 2,362
　　賃借料 48,000 36,000 12,000
　　事務委託費 250,000 250,000 0
　　租税公課 64 48 16
　　諸会費 108,500 108,200 300 県連会費他
　　支払負担金 0 0 0
　　支払寄付金 0 0 0
　　支払手数料 6,201 9,134 △ 2,933
　　雑費 509 137 372
　経常費用計（B） 10,777,434 13,281,195 △ 2,503,761
　当期経常増減額（A-B) 1,313,938 343,333 970,605

     
　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 1,313,938 343,333 970,605
　　法人税、住民税、及び事業税 0 0 0
　　当期一般正味財産増減額 1,313,938 343,333 970,605
　　一般正味財産期首残高 7,648,045 7,304,712 343,333
　　一般正味財産期末残高 8,961,983 7,648,045 1,313,938
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　受取補助金等 3,837,000 3,779,900 57,100
　受取全法連助成金 3,837,000 3,779,900 57,100
　一般正味財産への振替額 △ 3,837,000 △ 3,779,900 △ 57,100
　　一般正味財産への振替額 △ 3,837,000 △ 3,779,900 △ 57,100
　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 8,961,983 7,648,045 1,313,938

瀬波南国フルーツ園
新潟県村上市瀬波温泉1-1175

営業時間：11:00～16:00
TEL（0254）66－8522 FAX（0254）66－7848

http://nangoku.boo.jp/

新発田市城北町 四季の家ニュータウン

総合ショールーム新発田店

新 潟 店
コンセプトハウス新潟
城北町四季の家ニュータウン
坂 町 モ ニ タ ー ハ ウ ス
リフォームコンセプトハウス村上

／新潟市中央区二葉町１丁目823-44
／新潟市中央区女池６丁目4-38
／新発田市城北町２丁目5-16
／村上市坂町3472-3
／村上市松山266-19

TEL（025）211-8087

TEL（0254）23-0273

本社ホームギャラリー
リフォームステーション／村上市八日市14-6 TEL（0254）56-6259

㈱大進建設
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令和３年度収支予算書（損益計算ベース）令和３年４月１日から令和４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 500 500 0
　　基本財産受取利息 500 500 0 基本財産利息収入
　特定資産運用益 5 5 0
　　特定資産受取利息 5 5 0 特定積立金利息収入
　受取会費 4,923,000 4,979,000 △ 56,000
　　正会員受取会費 4,860,000 4,925,000 △ 65,000 一般会費収入
　　賛助会員受取会費 63,000 54,000 9,000
　事業収益 2,268,000 2,268,000 0
　　会員親睦事業収益 1,500,000 1,500,000 0 懇親会等会費収入
　　青年・女性部会事業収益 618,000 618,000 0 青年・女性部会会費収入
　　広報事業収益 150,000 150,000 0 会報広告料収入
　受取補助金 5,252,500 5,487,000 △ 234,500
　　受取全法連助成金振替額（A） 3,832,500 3,837,000 △ 4,500 全法連助成金（Ａ）
　　受取全法連助成金（B） 350,000 350,000 0 全法連助成金（Ｂ）
　　受取県連補助金（B） 1,070,000 1,300,000 △ 230,000 県連補助金（Ｂ）
　雑収益 210,050 210,050 0
　　受取利息 50 50 0 受取利息収入
　　雑収益 210,000 210,000 0 雑収入
　経常収益計（A） 12,654,055 12,944,555 △ 290,500
　（２）経常費用
　事業費 10,619,620 10,906,560 △ 286,940
　（税に関する研修会事業） 218,320 186,320 32,000
　　会場費 70,000 70,000 0
　　資料費 5,000 5,000 0
　　諸謝金 10,000 10,000 0
　　印刷製本費 5,000 5,000 0
　　委託費 58,320 58,320 0
　　消耗品費 20,000 20,000 0
　　通信運搬費 40,000 15,000 25,000
　　委員会費 10,000 3,000 7,000
　（税法税務に関する教材作成配布事業） 90,000 26,000 64,000
　　資料費 60,000 1,000 59,000
　　通信運搬費 30,000 25,000 5,000
　（租税教育事業） 272,000 174,000 98,000
　　会場費 5,000 3,000 2,000
　　印刷製本費 45,000 45,000 0
　　通信運搬費 5,000 5,000 0
　　消耗品費 90,000 88,000 2,000
　　支払負担金 97,000 20,000 77,000
　　委員会費 30,000 13,000 17,000
　（税の広報事業） 350,500 234,400 116,100
　　会場費 30,000 3,000 27,000
　　印刷製本費 35,000 15,000 20,000
　　委託費 34,100 33,000 1,100
　　新聞掲載費 56,400 55,400 1,000
　　通信運搬費 75,000 18,000 57,000
　　消耗品費 30,000 20,000 10,000
　　支払負担金 85,000 85,000 0
　　委員会費 5,000 5,000 0
　（会報発行事業） 505,000 458,000 47,000
　　会報作成費 430,000 390,000 40,000
　　通信運搬費 75,000 68,000 7,000
　（税制改正提言事業） 11,000 11,000 0
　　調査研究費 10,000 10,000 0
　　委員会費 1,000 1,000 0
　（地域社会経営支援研修事業） 236,320 249,320 △ 13,000
　　会場費 70,000 70,000 0
　　資料費 3,000 3,000 0
　　諸謝金 85,000 85,000 0
　　委託費 58,320 58,320 0
　　支払負担金 0 20,000 △ 20,000
　　印刷製本費 10,000 3,000 7,000
　　通信運搬費 10,000 10,000 0
　（地域社会の経済経営に関する教材作成配布事業） 40,000 4,000 36,000
　　資料費 30,000 1,000 29,000
　　通信運搬費 10,000 3,000 7,000
　（地域社会貢献活動事業） 300,000 200,000 100,000
　　会場費 70,000 45,000 25,000
　　通信運搬費 10,000 2,000 8,000
　　消耗品費 50,000 40,000 10,000
　　諸謝金 130,000 100,000 30,000
　　印刷製本費 10,000 5,000 5,000
　　委員会費 30,000 8,000 22,000
　（組織基盤強化のための支援事業） 317,000 314,000 3,000

単位：円
科　　　　目 当年度 前年度 増減 備　　考

　　会員増強推進費 300,000 300,000 0
　　通信運搬費 2,000 2,000 0
　　委員会費 15,000 12,000 3,000
　（会員支援事業） 62,500 40,000 22,500
　　会員表彰事業費 52,500 35,000 17,500
　　委員会費 10,000 5,000 5,000
　（会員交流事業） 1,600,000 1,600,000 0
　　会員交流費 1,600,000 1,600,000 0
　（会員の福利厚生制度推進に関する事業） 130,000 72,000 58,000
　　福利厚生事業費 100,000 60,000 40,000
　　委員会費 30,000 12,000 18,000
　（管理費のうち事業費配賦額） 6,486,980 7,337,520 △ 850,540
　　役員報酬 1,676,140 0 1,676,140
　　給料手当 2,307,380 5,040,460 △ 2,733,080
　　退職給付費用 322,500 0 322,500
　　福利厚生費 860,000 1,075,000 △ 215,000
　　旅費交通費 584,800 584,800 0
　　通信運搬費 215,000 146,200 68,800
　　消耗什器備品費 43,000 86,000 △ 43,000
　　消耗品費 86,000 73,100 12,900
　　印刷製本費 43,000 25,800 17,200
　　賃借料 258,000 258,000 0
　　租税公課 860 860 0
　　支払手数料 86,000 43,000 43,000
　　雑費 4,300 4,300 0
　管理費 1,979,620 2,010,980 △ 31,360
　　役員報酬 272,860 0 272,860
　　給料手当 375,620 820,540 △ 444,920
　　退職給付費用 52,500 0 52,500
　　福利厚生費 140,000 175,000 △ 35,000
　　渉外慶弔費 50,000 50,000 0
　　表彰費 30,000 10,000 20,000
　　会議費 430,000 398,000 32,000
　　　総会費 280,000 250,000 30,000
　　　役員会費 120,000 120,000 0
　　　その他会議費 25,000 25,000 0
　　　委員会 5,000 3,000 2,000
　　旅費交通費 95,200 95,200 0
　　通信運搬費 35,000 23,800 11,200
　　消耗什器備品費 7,000 14,000 △ 7,000
　　消耗品費 14,000 11,900 2,100
　　印刷製本費 7,000 4,200 2,800
　　賃借料 42,000 42,000 0
　　委託費 56,000 0 56,000
　　事務委託費 250,000 250,000 0
　　租税公課 140 140 0
　　諸会費 107,600 108,500 △ 900 県連会費他
　　支払手数料 14,000 7,000 7,000
　　雑費 700 700 0
　経常費用計（B） 12,599,240 12,917,540 △ 318,300
　当期経常増減額（A-B) 54,815 27,015 27,800

　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 54,815 27,015 27,800
　　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 54,815 27,015 27,800
　　一般正味財産期首残高 8,961,983 8,934,968 27,015
　　一般正味財産期末残高 9,016,798 8,961,983 54,815
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　受取補助金等 3,832,500 3,837,000 △ 4,500
　　　受取全法連助成金 3,832,500 3,837,000 △ 4,500
　　一般正味財産への振替額 △ 3,832,500 △ 3,837,000 4,500
　　　一般正味財産への振替額 △ 3,832,500 △ 3,837,000 4,500
　　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 9,016,798 8,961,983 54,815

村上市高根728番地
TEL（0254）73-1171 ／ FAX（0254）75-6012

農家民宿 ざいごもん
農家に民泊してみませんか？

有限会社 板垣工務店
代表取締役 板垣寿海

村 上 市 大 毎 1 5 0 番 地 1
T E L  0254（75）2591・2316
FAX 0254（75）2161・2316

代表取締役 板 垣 正 徳

削 井・集 排 水・地 質 調 査
土木・アンカー・水抜工事

㈱板垣ボーリング
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公益社団法人 村上法人会 支部別会員名簿

（令和３年７月末日現在）

関
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
㈱SHK
下越生コン建設㈱
㈲加賀屋電気

（農）上関ふぁーむ
㈱河内塗装工業
㈲小泉屋
㈾寿荘

㈱サトウ
㈲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
青南総合農園㈱
㈲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
関川村土地改良区

㈱大藤組
高瀬温泉㈱
㈲鷹の巣館
㈲高橋建材
㈲たかゆう
㈱丈越
㈲ティーエヌ
㈱中倉興業
㈲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
㈱丸徳建設
㈱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
㈲湯沢塗装
㈱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）

荒
川
支
部

㈱あおぞら
荒川運送㈱
荒川衛生解体工業㈲
荒川沿岸土地改良区
㈲荒川住宅設備
㈲荒川溶接工業
いづみや旅館
㈲伊藤自動車整備工場
㈲井上企画
㈲内山写真館
㈱NKファーム村上
㈲下越介護サービス
角中㈱
割烹･食堂 いそべ
㈱金子工務店
㈲カネニシ工業
北日本有機㈱

（宗）金蔵寺
㈱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
㈲斎藤勇石材店

（宗）西法寺
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
ジャスティスコーポレーション
㈲鈴木業務所
㈲セーフティステーション
㈱第四北越銀行 坂町支店
㈲田村書店
中央建設㈱
㈱鶴岡屋

（宗）東岸寺
東洋管機㈱

(医)社団遠山医院
㈱遠山組
㈲遠山建設
㈲遠山造園
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
㈲ひかりオート
㈱ひだまり農産
㈲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

（農）松沢果樹組合
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
㈲やまたき
㈲山田コーポレーション
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
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山
北
支
部

(医)青木医院
㈲アンプランニング
㈱板垣組
㈱板垣ボーリング
岩佐木材㈲
㈲江口保険
㈱エメニクス
大川漁業(協)
㈲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㈱
㈱笹川流れ観光開発

㈲笹川流れ観光汽船
㈱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
山北開発㈲
さんぽく体験交流(企)
さんぽく生業の里(企)
昭和運送㈱
㈱新光
菅原アパート
㈱第四北越銀行 山北支店
高橋工業㈱
㈲トガシ住建

㈱富樫設備
富樫満恵
富樫木材㈲
㈲中浜観光物産
㈲中俣缶詰
新潟漁業（協）山北支所
新潟三桂㈱
㈲日昭製作所
㈱日本海サービス
平方商事㈲

（同）Farm X8
㈱フタバ
府屋自動車工業㈱
㈲本間商事
㈱又助組

㈲松本組
㈱松山組
㈱マルイチ
㈱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
村上市森林組合
㈱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

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
㈱インテリア レフ
㈱ＭＫＴ
㈲大倉農園
㈱大島組
㈲小野農機
㈱開成
加藤動物病院
㈲神里産業
カミハヤシオオネダ㈱
㈲神林カントリー農園

㈱神林建設
かみはやし農業(協)
㈱木村組
㈲木村建築
㈲久栄緑化
NPO法人 希楽々
㈱クロス屋 尾方
㈱小池組
㈱コウデン
㈱小海ネームプレート製作所
㈲坂上電気工事
㈲サトー重機

（医）社団 澤田医院
㈱サンエイ

（同）ジーオリーブ
㈱志清園

㈲昌隆運輸
（農）しらとり
㈱新耕農産
㈱須貝開発
㈱鈴木組
㈲住吉屋

（宗）千眼寺
㈲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
㈲にいがた人事・労務
新潟ゆうき㈱
㈱野澤高圧瓦工業所
野澤食品工業㈱
㈱ひまわりオート
㈲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(協)
㈲増田製畳
㈲丸実
㈲三浦合成
㈱村上エレテック
㈱村上塗装工業
㈱山﨑農産
㈲山作
㈲やまとのうさん
㈱吉村電工
㈲ライブ北越
㈲ランオート

朝
日
支
部

㈲アグリマネジメント
㈲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
㈲板屋農産
㈱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
㈱貝沼農場
㈲共同土建

（宗）金源寺
㈲公衛社
㈲こどもや
㈱斎藤工業
㈱栄建設
(医)佐藤医院
㈲塩野町石油
渋谷建設㈱
㈲新朝開発工業

㈲菅井食品
㈱鈴木建具製作所
㈲相馬工業

（宗）大儀寺
㈲高橋組
㈱高橋塗装工業所
㈲たてこし
㈲田村製材所
㈲遠山木材
㈱富樫工務所
㈱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
みおもて農産㈱
㈲みどり農産
村上舗材㈱
㈱柳自動車
㈲ヤマゲン水産
㈱横井組
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