
 

 

 

2019年度事業報告書 

                           自 2019年 4月 1日 

至 2020年 3月 31日 

1. 一般経済情勢の回顧 

 

令和元年度の世界経済を回顧すると、2019 年中は底入れの兆しがみられていたもの

の、2020年入り後は大幅な景気後退局面に突入した。 

2019 年央にかけては、世界的に低迷する製造業と、堅調な非製造業といった二極化

の様相があったものの、各国での良好な雇用環境を背景に主要国の内需も底堅く、さら

なる景気減速リスクは縮小しているとみられていた。しかしながら、新型肺炎の世界的

な感染拡大により、国を跨ぐ往来の制限など、各国で様々な感染予防策が講じられたこ

とから、経済活動が大幅に停滞し、年度末にかけては景気後退が鮮明となっている。 

 

わが国の経済も悪化している。米国向けを中心に外需が低調なことに加え、頼りの内

需も消費増税や台風 19号の影響で個人消費を中心に大幅な下振れとなった。2020年に

入ると、新型肺炎の影響で、比較的好調であったインバウンド需要も低迷したほか、世

界各国と同様、感染予防のための様々な活動制限も相まって、わが国はリーマンショッ

クや東日本大震災に並ぶ、未曽有の景気悪化局面を迎えている。 

 

このようななか、兵庫県の経済も急速に悪化している。2019年中、民間設備投資や公

共工事を支えに景気は緩やかに拡大していたが、2020 年に入り、新型肺炎の影響でサ

ービス消費を中心に内需の急速な冷え込みがみられている。 

 

昨年度、わが国は阪神・淡路大震災から 25 年という節目の年を迎えた。兵庫県では

「阪神・淡路大震災 25 年事業」として、大震災の経験と教訓に基づいた情報発信や、

災害ボランティア活動助成の創設、防災ネットアプリの運用開始、マイ避難カードの作

成等、様々な取り組みが展開された。 

さらに、スーパーコンピュータ「京」の後継機「富岳」の整備開始や、スタートアッ

プ企業が挑戦する地域の核として、UNOPS(国連プロジェクトサービス機関)のアジア初

拠点となる GIC(グローバルイノベーションセンター)の神戸市内への誘致実現、また川

崎重工業による米 AI スタートアップ企業との提携など、新産業・新技術の創出や起業

支援強化の取り組みが官民それぞれで着実に進んだ。 

(決議事項) 
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加えて、将来に向けた取り組みも前進した。2020年 2月に制定された「ひょうごツー

リズム戦略(2020～2022年度)」の下、ゴールデンスポーツイヤーズから大阪・関西万博

までの 6年間を好機と捉えた兵庫県への誘客推進も官民一体となって取り組んだ。 

将来に向け、地域経済が持続的に成長し活性化していくためには、海外を含めた人々

の交流、賑わいが欠かせない。新型肺炎が世界を震撼させ、人々の交流が極端に停滞し、

グローバル経済の減速が深刻さを増す状況にあるものの、このようなときこそ、会員各

位におかれては、将来の兵庫県のみならず、わが国全体の持続的成長に資する意見・提

言を期待したい。 

 



【活動内容】 

１．組織活動 
 

（１）定時総会 

２０１９年５月１７日(金)に開催し、「２０１８年度事業報告」「２０１８年度収支

決算」「理事・会計幹事選任」「代表幹事・副代表幹事・常務理事の選定」に関する議

案が承認された。その後「２０１９年度事業計画」及び「２０１９度事収支予算」に

ついて報告がなされた。 

総会終了後、ジャーナリスト 長谷川 幸洋 氏を講師に迎えて『激動の日本経済、

これからどうなる？』と題する特別講演会を開催した。 

 

（２）理事会 
 

回 開 催 日 議      案 

１ ４月１９日(金) ① 会員異動 

② ２０１８年度定時総会付議事項後援名義依頼 

③ 名義依頼 

２ ５月１０日(金) ① 会員異動 

３ ６月１４日(金) ① 会員異動 

４ ７月１２日(金) ① 会員異動 

② 後援名義依頼 

５  ９月１３日(金) ① 会員異動 

② 後援名義依頼 

６ １０月１８日(金) ① 会員異動 

② ２０１９年度上期収支と下期収支見込 

③ 後援名義依頼 

７ １１月 ８日(金) ① 会員異動 

８ １２月１３日(金) ① 会員異動 

② 後援名義依頼 

９ １月１０日(金) ① 会員異動 

② 後援名義依頼 

③ ２０２０年度新代表幹事候補者（案） 

④ ２０２０年度活動方針（案） 

１０ ２月１４日(金) ① 会員異動 

② 後援・共催名義依頼 



１１ ３月２４日(火) 

※新型コロナウィ

ルス感染拡大の

影響により書面

決議 

① 会員異動 

② ２０２０年度組織役員の選任 

③ ２０２０年度活動組織(委員会)役員の選任 

④ 理事候補者の選任及び代表幹事候補者の選定 

⑤ ２０２０年度事業計画 

⑥ ２０２０年度収支予算書 

 

（３）常任幹事会および幹事会 

毎月開催（８月を除く）し、重要会務の審議を行った。会議終了前後に、①正副代

表幹事及び出席者との意見交換会（４月）、②特別報告（５月、１１月、１２月、２

月）、③会員による講話（６月、７月、１０月 １月）、④外部講師による講演（９

月）を行った。 

 

①意見交換会 

４月１９日(金) 中尾代表幹事からの令和元年度の活動方針説明に加え、吉井

代表幹事並びに各副代表を交え日頃の同友会活動について

の意見や運営方針、所感などについて意見交換を行った。 

 

②特別報告 

５月１０日(金)  講 師：日本銀行 神戸支店 次長 福西 康浩 氏 

テーマ：「最近の金融・経済情勢について」 

１１月 ８日(金) 講 師：日本銀行 神戸支店長 武元 和彦 氏 

テーマ：「最近の金融・経済情勢について」 

１２月１３日(金) 講 師：提言特別委員会  委員長  中尾 一彦 氏 

副委員長 桑畑 純也 氏 

副委員長 佐伯 里香 氏 

テーマ：「HYOGO+のｽﾛｰｶﾞﾝの下、兵庫・神戸を人が集う魅力溢

れる地域へ～地域を元気にするため、Challenge for 

Next～」 

２月１４日(金) 講 師：日本銀行 神戸支店長 武元 和彦 氏 

テーマ：「最近の金融・経済情勢について」 

 

③会員による講話 

６月１４日(金) 講 師：バンドー化学㈱ 代表取締役社長 吉井 満隆 氏  

   テーマ：｢過去が咲いてる今、未来の蕾でいっぱいな今」 

７月１２日(金) 講 師：一般財団法人 大吉財団 理事長 山本 吉大 氏 

  テーマ：「ＢＥ ＫＯＢＥ「神戸は、人の中にある。 

               人づくりは街づくり ～大吉財団の挑戦～ 」  



１０月１８日(金) 講 師：㈱ラジオ関西 代表取締役社長 桃田 武司 氏 

   テーマ：｢ラジオ関西と放送業界の現状について」 

 １月１０日(金) 講 師：㈱ロック・フィールド 代表取締役社長 古塚 孝志 氏 

テーマ：｢食のデザインカンパニー ロック・フィールドが大

切にしていること」 

 

④外部講師による講演 

 ９月１３日(金) 講 師：神戸市 副市長 寺﨑 秀俊 氏 

テーマ：「上質な街・神戸の創造」 

２．２０１９年度 提言活動 
 

２０１９年度提言特別委員会（委員長：中尾一彦、副委員長：桑畑純也、佐伯里香、

委員：１２名、アドバイザー：３名、ワーキングメンバー：１１名で構成）は、合計

９回の委員会を開催し、さらに国内６７カ所の企業・団体等にヒアリングに出向き、

実際に自らが見聞することに留意しながら情報収集を行った。９カ月間の活動を経て、

１２月１８日に神戸市長へ、１９日には兵庫県知事へ提言書を提出し、２０日にプレ

ス発表を行った。 

 

【提言テーマ】 

『兵庫・神戸を人が集う魅力溢れる地域へ 

～地域を元気にするため、Challenge for Next～』 
 

【提言の骨子】 

 

１．兵庫・神戸らしいスタートアップ・エコシステムの強化 

(1) 起業家及び起業家支援人材の育成・強化 

(2) 起業家を支える高度なプラットフォームの構築 

(3) 起業家を育むグローバルな交流の促進  

 

２．兵庫・神戸の匠を継承するリノベーティブな事業承継の推進 

(1) 事業承継支援体制強化への取り組み 

(2) 前倒し事業承継促進への取り組み 

 

３．先進的な働き方改革の推進 

(1) アバター（分身）によるバーチャルワークの実現 

(2) 人材支援に関する取り組み 

(3) ウェルビーイングな働き方の推進 

 



３．２０１９年度 神戸経済同友会フォーラム 

 

 各委員会での活動内容の共有、及び会員相互による活発な意見交換を目的とする『２０１

９年度 神戸経済同友会フォーラム』を２月２１日（金）に、神戸ポートピアホテルで開催

した。当該フォーラムは、各委員会からの報告及び講演会で構成し、約１１０名の会員が参

加した。 

 

（１）委員会報告会 

  当年度の活動方針『ＨＹＯＧＯ＋のスローガンの下、兵庫・神戸を人が集う魅力溢れる

地域へ～地域を元気にするため、Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｆｏｒ Ｎｅｘｔ～』に基づき、６

つの常設委員会、２つの個別テーマ委員会、及び提言特別委員会による活動報告が行われ

た。 

  各委員会からの活動報告に加えて、吉井代表幹事より２０２０年度の活動方針『ＨＹＯ

ＧＯ＋のスローガンの下、ＡＬＬ ＨＹＯＧＯでバリューアップ！～国際観光競争の中で

選ばれる兵庫・神戸になるために～』について説明があった。 

 

【各委員会報告者】 

（常設委員会）   

  経済動向委員会 委員長 板垣佳裕 

  企業価値向上委員会 委員長 中島洋人 

  まちづくり委員会 委員長 松田茂樹 

  グローバルマーケット委員会 委員長 中尾信也 

  環境インフラ整備委員会 委員長 中西憲一 

  ＩＴ経営委員会 委員長 永吉一郎 

（個別テーマ委員会）   

  若者と創る明日の兵庫委員会 委員長 岡田兼明 

  スポーツ街おこし委員会 委員長 道満雅彦 

（提言特別委員会） 委員長 中尾一彦 

 

（２）講演会 

   講 師：スカイマーク株式会社 取締役会長 佐山 展生 氏 

   テーマ：『スカイマークの再生と企業価値向上 

―人生は『面白そう』を追求する旅―』 

 

※会員交流会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止。 

 



 

４．委員会・部会活動 

 

委員会・部会 

常設委員会 開催日時 内容 

経済動向委員会 2019年 7月 22日(月) 【講演会】 

（講師） 

Golden Whales Group 矢野 晃一 氏 

（テーマ） 

「シリコンバレーと中国のイノベーションの 

現状」 

2019年 11月 25日(月) 【講演会】※グローバルマーケット委員会と共催 

（講師） 

日本経済新聞社 編集局 経済解説部  

編集委員室 編集委員 田中 陽 氏 

（テーマ） 

「消費増税後のキャッシュレス社会の行方」 

2019年 12月 20日(金) 【講演会】 

(講師) 

東京海上アセットマネジメント㈱  

運用戦略部長 浅野 孝 氏 

（テーマ） 

「2020年 日本経済の展望」 

企業価値向上委員会 2019年 11月 18日(月) 【講演会】 

（講師） 

㈱帝国データバンク 神戸支店  

支店長 天野 裕久 氏 

（テーマ） 

「倒産企業のケーススタディから学ぶ」 

2020年 2月 18日(火) 【講演会】 

（講師） 

クイックウェブ㈱ 代表取締役  

西久保 愼一 氏 

（テーマ） 

「創業・上場・破綻」 



常設委員会 開催日時 内容 

まちづくり委員会 2019年 10月 9日(水) 【講演会】 志チーム 

（講師） 

自治体国際政策研究会 代表 楠本 利夫 氏 

（テーマ） 

「神戸開港物語～国際都市神戸の系譜～」 

2019年 10月 10日(木) 【講演会】 産業チーム 

（講師） 

(一財)神戸観光局 専務理事 大藪 典子 氏 

（テーマ） 

「観光都市神戸の現状と展望」 

2019年 10月 23日(水) 【講演会】 人財チーム 

（講師） 

神戸市教育委員会事務局 

教育次長 後藤 徹也 氏 

（テーマ） 

「義務教育学校港島学園の挑戦」 

2019年 10月 25日(金) 【講演会】 基金チーム 

（講師） 

兵庫県企画県民部管理局文書課  

公益・宗教法人班長 福田 泰大 氏 

（テーマ） 

「公益法人制度の概要」 

2019年 11月 29日(金) 【講演会・懇親会】 

（講師） 

歴史家 田辺 眞人 氏 

（テーマ） 

「近代以降の神戸 ～街かどの歴史から～」 

（懇親会） 神戸銀行協会ビル 3階レストラン 

2019年 12月 4日(水) 【講演会】 産業チーム 

（講師） 

(一社)2025年日本国際博覧会協会  

理事・副事務総長 森 清 氏 

（テーマ） 

「2025年万博の成功と大阪・関西経済」 



常設委員会 開催日時 内容 

まちづくり委員会 2019年 12月 10日(火) 【講演会】 人材チーム 

（講師） 

甲南高等学校・中学校 校長 山内 守明 氏 

（テーマ） 

「甲南高等学校・中学校に見る人創り教育」 

グローバルマーケット 

委員会 

2019年 7月 16日(火) 【講演会】 

（講師） 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 

研究理事 五十嵐 敬喜 氏 

（テーマ） 

「内外経済の現状と展望～ 

米中の正面衝突とその影響」 

2019年 10月 21日(月) 【講演会】 

（講師） 

㈱メイン・キャスト 代表取締役 山﨑 紀文 氏 

大阪移民法務事務所  

行政書士 河野 聡 氏 

㈱メイン・キャスト  

法人営業チームリーダー 段田 裕之 氏 

（テーマ） 

「外国人労働最前線 Part２」 

2019年 11月 10日(日)

～14日(木) 

【視察会】 

（視察先） 

ベトナム社会主義共和国 

（テーマ） 

「外国人労働者」 

2019年 11月 25日(月) 【講演会】※経済動向委員会と共催 

（講師） 

日本経済新聞社 編集局 経済解説部  

編集委員室 編集委員 田中 陽 氏 

（テーマ） 

「消費増税後のキャッシュレス社会の行方」 

 

 



常設委員会 開催日時 内容 

環境インフラ整備 

委員会 

2019年 9月 10日(火) 【視察会】 

（視察先） 

トヨタ自動車㈱ 元町工場 

（懇親会） 

名古屋観光ホテル 

2019年 10月 24日(木) 【視察会】 

（視察先） 

神戸空港、関西国際空港 

（懇親会） 

ホテル日航関西空港 

2019年 12月 17日(火) 【講演会】 

（講師） 

(一財)日本エネルギー経済研究所  

理事 工藤 拓毅 氏 

（テーマ） 

「日本と欧米の地球温暖化対策の概要」 

 

ＩＴ経営委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 7月 10日(火) 【講演会】 

（講師） 

㈱ホーユーウエルディング  

専務取締役 豊枡 コズエ 氏 

（テーマ） 

「絶対に辞めない社員！ロボット１号入社！ 

町工場に新しい仲間がやってきた！」 

～ピンチは転換への最大のチャンス～ 

 

2019年 12月 9日(月) 

 

 

 

 

 

 

 

【講演会】 

（講師） 

㈱ＮＴＴドコモ 関西支社 法人営業部  

担当部長 佐々木 篤志 氏 

（テーマ） 

「５Ｇ時代に向けたソリューション協創 

～新たな価値創出と社会課題解決～」 

 



常設委員会 開催日時 内容 

ＩＴ経営委員会 

 

2020年 1月 17日(金) 【講演会】 

（講師） 

神戸市企画調整局医療・新産業本部 

新産業部新産業課 ＩＴイノベーション専門官 

中沢 久 氏 

（テーマ） 

「Urban Innovation JAPANプロジェクトの 

説明」 

（講師） 

㈱モンスター・ラボ RPA事業部  

テクノロジスト 押田 光雄 氏 

（テーマ） 

「実例から学ぶ RPA導入」 

（講師） 

・神戸市教育委員会事務局総務部教職員課 

給与支給係長 大浦 富男 氏 

・㈱Honeycome 代表 大和 毅 氏 

（テーマ） 

「働き方改革について（新プロジェクト）」 

 

個別テーマ委員会 開催日時 内容 

若者と創る明日の 

兵庫委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 10月 21日(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講演会】 

（対象者） 

加古川加印地区ＰＴＡ役員  

 

（講師） 

但陽信用金庫 理事長 桑田 純一郎 氏 

（テーマ） 

「これから社会が求める人材」 

 

 



個別テーマ委員会 開催日時 内容 

若者と創る明日の 

兵庫委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 10月 31日(木) 

 

 

 

 

 

 

【講演会】 

（対象者） 

兵庫県立氷上西高等学校 ３年生 ３６名 

（講師） 

川崎重工業㈱ 総務本部 総務部  

副部長 今村 弥雪 氏 

（テーマ） 

「『働く』ということ」 

2019年 11月 7日(木) 

 

 

 

 

 

 

【講演会】 

（対象者） 

神戸地区校長 ２８名 

（講師） 

㈱ノーリツ 代表取締役社長 國井 総一郎 氏 

（テーマ） 

「寝ても覚めても考える」 

2019年 11月 28日(木) 【講演会】 

（訪問先） 

兵庫県立星陵高等学校  ２年 ２８０名 

（講師） 

㈱クロシェホールディングス  

代表取締役 沼部 美由紀 氏 

2019年 12月 19日(木) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【探求学習オブザーバー】 

（訪問先） 

兵庫県立星陵高等学校  

（講師） 

・㈱カコテクノス 代表取締役社長  

加古 泰三 氏 

・髙島法律事務所 代表弁護士  

髙島 章光 氏 

・オリバーソース㈱ 取締役 企画室 室長  

道満 龍彦 氏 

・コガセ工業㈱ 取締役副社長 福居 洋美 氏 

・㈱アイ・エフ・ケイ 代表取締役 米澤 愛 氏 

・㈱マキシン 取締役 渡邊 江美 氏 



個別テーマ委員会 開催日時 内容 

スポーツ街おこし 

委員会 

2019年 7月 19日(金) 【トークセッション・観戦会】 

（内容） 

・村上晃一氏と志賀敏哉氏のトークセッション 

・トップリーグ「神戸製鋼×NEC」の観戦 

（会場）  ユニバー記念競技場 

2019年 9月 20日(金) 【テレビ観戦会】 

（内容） 

・ラグビーワールドカップ「日本×ロシア」の 

テレビ観戦 

（会場） 

神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ  

スポーツパブ「アリーナ」 

2020年 1月 14日(火) 【講演会】 

（講師） 

神戸市市民参画推進局スポーツ振興部 

国際スポーツ室 

ラグビーワールドカップ事業推進担当課長 

長村 博 氏 

（テーマ） 

「ラグビーワールドカップ 2019神戸開催の 

ご報告」 

（講師） 

(一財)神戸観光局 観光部 観光担当部長 

下辻 光輝 氏 

（テーマ） 

「ラグビーワールドカップ観戦客への 

『おもてなし』について」 

（講師） 

㈱アシックス スポーツイマーケティング統括部 

統括部長 大谷 忍 氏 

（テーマ） 

「アシックスのスポーツマーケティング 

東京 2020オリパラ活動」 

 



部会 開催日時 内容 

東播部会 2019年 5月 27日(月) 【講演会・懇親会】 

（講師） 

㈱ホテルニューアワジ 代表取締役社長  

木下 学 氏 

（テーマ） 

「躍進するホテルニューアワジ」 

～地域と共に歩むホテルづくり～ 

（懇親会） 

加古川プラザホテル 

 

 

2019年 7月 8日(月) 【講演会・懇親会】 

（講師） 

天理大学 柔道部監督 穴井 隆将 氏 

（テーマ） 

「柔道を通して育んだこと」 

（懇親会） 

加古川プラザホテル 

2019年 11月 27日(水) 【視察会・懇親会】 

（視察先） 

ハリマ化成㈱ 加古川製造所 

（懇親会） 

日本料理 しげ真 

2020年 1月 30日(木) 【講演会・懇親会】 

（講師） 

日本銀行 神戸支店長 武元 和彦 氏 

（テーマ） 

「2020年 経済展望」 

（懇親会） 

加古川プラザホテル 

西播部会 

 

 

 

 

2019年 10月 30日(水) 

 

 

 

 

【視察会・懇親会】 

（視察先） 

グローリー㈱ 

（懇親会） 

ホテル日航姫路 

 



部会 開催日時 内容 

西播部会 

 

 

 

2019年 12月 4日(水) 【講演会・懇親会】 

(講師)  

日本銀行 神戸支店 支店長 

     武元 和彦 氏 

(テーマ) 

  「最近の金融・経済情勢について」 

2020年 1月 29日(水) 【講演会】 

（講師） 

  キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 

外交政策研究所 代表 宮家 邦彦 氏 

（テーマ） 

「日本外交の行方」 

～アメリカ・東アジア情勢の今後～ 

阪神間部会 2019年 12月 16日(月) 

 

【講演会・視察会・懇親会】 

（講師） 

あさひ行政書士法人 代表行政書士  

西木 文明 氏 

（テーマ） 

「『人生 100年時代』セミナー」 

～いつまでも安心して生きるための準備～ 

（視察先） 

エレガーノ甲南（スミリンケアライフ㈱運営） 

（懇親会） 

花さかり（日本盛㈱運営） 

但馬部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 10月 29日(火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講演会・視察会・懇親会】 

（講師） 

劇作家 平田 オリザ 氏 

（テーマ） 

「本気の文化によるまちづくり」 

（視察先） 

永楽館 

（懇親会） 

そば処 出石城 

 



部会 開催日時 内容 

中堅会員部会 

 

 

 

 

 

 

2019年 6月 7日(金) 【講演会・懇親会】 

（講師） 

㈱マニックス 代表取締役社長 松田 幸治 氏

（テーマ） 

「MANIX と住宅設備業界の過去と未来」 

（懇親会） 

AMAVEL（アマーヴェル） 

2019年 7月 25日(木) 【講演会・懇親会】 

（講師） 

小泉製麻㈱ 取締役社長 小泉 康史 氏 

（テーマ） 

「社長と呼ばれて 不出来な私の挑戦。」 

（懇親会） 

GIORONE（ジョルオーネ） 

2019年 9月 18日(水) 

 

【講演会・懇親会】 

（講師） 

まねき食品㈱ 代表取締役社長  

竹田 典高 氏 

（テーマ） 

「全てに感謝、常にチャレンジ」 

（懇親会） 

 Legalietta（レガリエッタ） 

2019年 11月 28日(木)

～29日(金) 

【講演会・ウォーキング・ヨガ・懇親会】 

（講師） 

・㈱アシックス スポーツマーケティング統括部  

統括部長 大谷 忍 氏 

・ヨガ講師 こきた かおり 氏 

（懇親会） 

淡路 夢泉景（㈱ホテルニューアワジ運営） 

 

 

 

 

 



５．特別講演会 
 

○５月１７日(金) [2019年度定時総会 終了後]  

    【講 師】 ジャーナリスト 長谷川 幸洋 氏 

   【テーマ】 「激動の日本経済、これからどうなる？」 

 ○１１月２２日(金) [晩秋の特別講演会] 

   【講 師】 株式会社感性リサーチ 

  代表取締役 黒川 伊保子 氏 

【テーマ】「人生に効く脳科学～脳が創り出す男女のミゾ人生の波」 

 

  ○２月２１日(金) [２０１９年度 神戸経済同友会フォーラム開催後]  

   【講 師】 スカイマーク株式会社 

         取締役会長 佐山 展生 氏 

【テーマ】「スカイマークの再生と企業価値向上 

           －人生は『面白そう』を追求する旅」 

 ○８月２３日(金) [常任幹事特別懇談会] 

   常任幹事を対象とした講演会と懇親会。今年度初開催。 

   【講 師】株式会社日本総合研究所 理事 足達 英一郎 氏 

   【テーマ】「ＳＤＧｓへの取組」 

 

 

６．懇談会等 
 

(１) 役員懇談会等 

  ○４月３日(水) 「久元神戸市長との昼食懇談会」 

   久元神戸市長・経済観光局長 山本泰生氏と当会の正副代表幹事・常任幹事との

昼食懇談会を開催した。 

   会場：神戸銀行協会ビル ２階第１会議室 
 

  ○４月９日(木) 「井戸兵庫県知事との昼食懇談会」 

   井戸兵庫県知事と当会の正副代表幹事・常任幹事との昼食懇談会を開催した。 

   会場：神戸銀行協会ビル ３階レストラン 
 

○７月２４日(水) 「特別会員を囲む役員懇談会」 

特別会員（学識経験者、兵庫県・神戸市の部局長）と当会正副代表幹事、会計幹 

事、常任幹事、正副委員長、正副部会長との懇談会を開催した。 

会場：神戸銀行協会ビル ３階レストラン 

 
 

 



(２) 会員懇談会 
 

○５月１７日(金)  

総会及び特別講演会の終了後、会員による懇親会を開催した。 

会場：「神戸ポートピアホテル」 
     

 

○１１月２２日(金)  

晩秋の特別講演会終了後、会員、講演者、神戸経済記者クラブによる懇親会を開

催した。 

会場：「ホテルオークラ神戸」 
 

(３) 新入会員懇談会 
 

○８月２７日(火) 「新入会員懇談会」 

２０１８年９月から２０１９年７月までに新規入会、交代入会された会員と、正

副代表幹事、会計幹事、常任幹事、正副委員長、正副部会長合わせて約７０名の

懇談会を開催した。 

会場：「ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸」 

 

(４) 女性会員懇談会 

  ○９月１２日(木)  「女性会員懇談会」 

   女性会員の親睦と会員増強を目的とした懇談会を開催した。 

   会場：西村屋ダイニング 

 

(５) 第３５回 親睦ゴルフ会 

  ○１０月１６日(水) 「第３５回 神戸経済同友会親睦ゴルフ会」 

    参加資格は正会員とするゴルフ会を開催。ホールアウト後は、クラブハウスで懇

親会を開催し、初参加者の自己紹介、成績発表、表彰式を行った。 

   会場：東広野ゴルフ倶楽部 

 

 

７．他団体との交流 
 

（１）第３２回 全国経済同友会セミナー（新潟開催） 

【日 程】４月１１日(木)･１２日(金) 

【会 場】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 

【テーマ】『新時代へのイノベーション ～ポスト平成の成長戦略を描く～』 

【内 容】全国の４４経済同友会会員が参加の下、ピクシーダストテクノロジ 



     ―ズ㈱創業者の落合陽一氏や文化庁長官の宮田良平氏が講演を行っ 

     た。その他、４つの分科会討論を通じて見識を深めた。 

 

（２）第１１７回 西日本経済同友会会員合同懇談会（鳥取開催） 

【日 程】１０月１１日(金) 

【会 場】米子市文化ホール・ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

 【テーマ】『小さいからできる人口最小県からのチャレンジ』 

【内 容】 西日本にある 18経済同友会の会員が参加の下、基調講演では鳥取県 

     知事 平井伸治氏より地方創生についての取組状況や今後の可能性に 

     ついてプレゼンテーションがあり、地元経営者らによるパネルディス 

      カッションも行われた。 

 

（３）第１２回 日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット／(秋田開催) 

【日 程】１０月３１日(木) 

【会 場】秋田キャッスルホテル 

 【内 容】 日本海に面する県に所在する１４経済同友会が参加。 

秋田県副知事 堀井啓一氏による「ふるさとの未来を拓く人づくり」 

     と題した若い人材の育成について講演があり、その後、県内 4つの 

国立大学学長によるトークセッションが行われた。 

 
 

（４）第６回 西日本経済同友会代表者会議 

【日 程】７月１８日(木) 

【会 場】ラグナヴェールプレミア(大阪) 

 【テーマ】①子どもの貧困に対する経済界のかかわり 

     ②大阪・関西万博の概要と各地からの期待 

【内 容】西日本にある 18経済同友会の代表幹事が出席の下、午前中に 2025年 

     日本国際博覧会の概要説明を受けた後、現地視察を行った。 

     午後、会議ではテーマについて討議を行った中、中尾代表幹事より 

     (一財)大吉財団の取組事例を発表された。 

      

（５）第２６回 中部経済同友会との合同懇談会 

   【日 程】１１月２０日（水） 

   【視察先】川崎重工業㈱・バンドー化学㈱・シスメックス㈱ 北野クラブＳＯＬＡ 

   【内 容】１９６９年より交流を隔年で行っており、今回は神戸で開催した。 

        中部経済同友会より１６名、神戸経済同友会より２４名参加となった。 

        それぞれの視察先で説明を受け、懇親会で交流を深めた。 

 



（６）第５８回 関西財界セミナー  

 【日 程】２月６日(木)・７日(金) 

【会 場】国立京都国際会館 

【テーマ】『好機のいま、はばたく関西～起爆剤を発展につなげる～』 

【内 容】 (公社)関西経済連合会と(一社)関西経済同友会との主催により開催され、

２日間にわたり講演会並びに６つの分科会で闊達な意見交換が行われ

た。 

 

 

（６）代表幹事・事務局長 出席会議等 

① ６経済同友会代表幹事懇談会／大阪      ４月 ４日(木) 

② 全国経済同友会 事務局長会議／鹿児島     ９月１３日(木) 

③ 京阪神経済同友会代表幹事懇談会／京都   １０月２３日(水) 

④ 全国経済同友会 代表幹事円卓会議／ 滋賀  １０月２８日(月) 

⑤ 西日本経済同友会 事務局長会議／大阪      中止 

 

 

８．刊行物 

 

（１）神戸経済同友会要覧 

   「２０１９年度版」：２０１９年９月発行 

 

（２）２０１９年度提言書 

「兵庫・神戸を人が集う魅力あふれる地域へ 

～地域を元気にするため、Challenge for Next ～」 

      

（３）「神戸経済同友」会報 

① 第４３５号：２０１９年５月発行 

② 第４３６号：２０１９年７月発行 

③ 第４３７号：２０１９年９月発行 

④ 第４３８号：２０１９年１１月発行 

⑤ 第４３９号：２０２０年１月発行 

⑥ 第４４０号：２０２０年３月発行 

 

 

 

 



９．会員の状況 

 

＜２０１９年度期首＞ 

    

 正会員 ５３３名 （ 神戸：４０６名 東播：４３名 西播：３８名 阪神間：２５名 但馬：２１名 ） 

準会員 ２０名 （ 神戸： １６名 東播： ２名 西播： ２名 阪神間： ０名 但馬：０名 ） 

名誉会員 １０名        

特別会員 ３３名        

 

＜２０１９年度期末＞ 

    

 正会員 ５４８名 （ 神戸：４１７名 東播：４３名 西播：４０名 阪神間：２６名 但馬：２２名 ） 

準会員 ２２名 （ 神戸： １８名 東播： ２名 西播： １名 阪神間： １名 但馬：０名 ） 

名誉会員 １１名        

特別会員 ３２名        

 

＜増減＞ 

 正会員 準会員 

   新規入会 ３０名  新規入会 ３名  

 交代入会 ４４名   交代入会 ２名  

 準会員より      １名   正会員へ １名  

 退会 １６名   退会 ０名  

 純増減 +１５名   純増減 ＋２名  

 

 

 

 

２０１９年度入会者は次のとおり（敬称略、入会時職位、順不同）     ※準会員より正会員へ変更 

 

＜正会員新規入会＞ 

  石井 盛久 ㈱石井超硬工具製作所 代表取締役専務  

五十川 龍之 新明和工業㈱ 取締役社長  

今井 俊介 ㈱今井商店 代表取締役社長  

今村 弥雪 川崎重工業㈱ 総務本部総務部 副部長  

奥見 はじめ 奥見法律事務所 弁護士  

栗田 佳彦 ㈱竹中工務店 役員補佐 

 

 

 

黒田 裕也 ㈱クロダシステムズ 代表取締役  

香山 道宣 ㈱三洋航空サービス 専務取締役  

佐野 靖夫 ㈱レーブドゥシェフ 代表取締役  

柴田 眞里 フローラ法律事務所 代表弁護士  

芹澤 豊成 ㈱ブティックセリザワ 代表取締役社長  

髙島 章光 髙島法律事務所 代表弁護士  

高見 章人 東洋テック㈱ 執行役員 神戸支社長  



竹内 裕児 

 

㈱ソーイング竹内 代表取締役  

谷口 守 ㈱GMT 

 

代表取締役 

 

 

寺口 周 ロコ・フィールド㈱ 

Izuhei  

代表取締役  

戸島 陽平 

潤一郎 

 

㈱サザエ食品 

 

代表取締役社長  

永田 義典 和田山精機㈱ 代表取締役 

と取締役 

 

鳴島 健二 ㈱ミックウェア 

㈱ 

代表取締役社長  

西村 公秀 神戸トヨペット㈱ 代表取締役社長  

長谷川 雄介 ヤヱガキ酒造㈱ 代表取締役社長  

原田 啓行 関西ハウス工業㈱ 代表取締役  

美藤 定 ㈱ビトーアールアンドディー  代表取締役社長 

松田 喜宏 マヤ工業㈱ 代表取締役社長 

三谷 展優 国際ビジネスコンサルティング事業協同組合  代表理事 

本谷 康一 ㈱西多聞 専務取締役  

安本 卓史 ㈱アイナックコーポレーション  取締役社長  

柳本 雄基 ㈱淡路屋 

 

常務取締役  

山口 久美子 ㈱関門海 代表取締役社長兼COO  

山本 明弘 ㈱日建設計 

 

神戸支所長  

山本 貴史 ㈱シークルー 代表取締役  

    

    

＜正会員交代入会＞ 

 

 

  

赤澤 秀朗 神栄㈱ 代表取締役社長  

浅野 貴彦 日本航空㈱ 西日本地区副支配人 関西地区法人販売部長   

石原 幸忠 ㈱桜商会 取締役  

伊藤 重和 ㈱セディナ 総務部部長  

大内 光平 みずほ証券㈱ 神戸支店長  

大髙 裕司 京阪神興業㈱ 取締役社長  

大村 直人 KOBE工学振興懇話会 

こ 

会長  

小笠原 貴生 ㈱みなと銀行 常務執行役員  

小椋 大輔 ㈱神戸製鋼所 加古川製鉄所 副所長  

音花 昭二 日本生命保険(相) 神戸総合法人部 部長  

加藤 之啓 ㈱デンソーテン 代表取締役社長  

河上 哲也 ㈱三井住友銀行 公共・金融法人部（神戸） 部長   

川副 和宏 西日本電信電話㈱ 兵庫支店長  

川村 操 三菱倉庫㈱ 神戸支店長  

上林 智 戸田建設㈱ 神戸総合営業所長  

久原 直人 スカイマーク㈱ 神戸空港支店長  

河野 哲 ㈱りそな銀行 執行役員（ひょうご地域担当兼広島支店担当）   



齊藤 隆仁 三菱UFJ信託銀行株 神戸支店長  

酒井 康 ㈱商工組合中央金庫 神戸支店長  

酒井 保幸 石原ケミカル㈱ 代表取締役社長  

高田 一子 神戸酒類販売㈱ 代表取締役社長  

高橋 功 ㈱ヒューマン・インベントリー 部長  

辻   勝 日工㈱ 代表取締役社長  

土田 義夫 川重ファシリテック㈱ 代表取締役社長  

筒井 直子 ㈱電通西日本 神戸支社長  

永田 晴之 ㈱三井住友銀行 取締役 専務執行役員  

中谷 俊彦 ㈱三井住友銀行 加古川法人営業部長  

長妻 大育 ㈱ドコモCS関西 神戸支店長  

中西 憲一 ㈱関西電力 送配電カンパニー 理事 兵庫支社長  

根津 良彦 富士ゼロックス兵庫㈱ 代表取締役社長  

平田 善則 ㈱日本能率協会マネジメントセンター  関西事業本部営業第３部

長 

 

細田 和広 大和証券㈱ 神戸支店長  

松田 浩次 ㈱ベネフィット・ワン 執行役員 西日本営業部長兼広島支店長  

松村 卓泰 ㈱広島銀行 神戸支店長  

宮内 賢二 シンエーフーヅ㈱ 代表取締役社長  

三宅 俊也 ㈱コベルコ科研 代表取締役社長  

三好 浩之 第一生命保険㈱ 執行役員 神戸総合支社

長 

 

村井 宏輔 ㈱クレ・ドゥ・レーブ 代表取締役社長  

村田 明彦 三井住友ファイナンス＆リース㈱ 神戸営業部長  

森井 洋志 オリックス㈱ 神戸支店長  

山下 浩一 清水建設㈱ 神戸支店   

山本 哲也 ㈱日本トリム 姫路営業所長 

 

 

吉田 正昭 損害保険ジャパン日本興亜㈱  神戸支店長  

米田 紀子 TMI総合法律事務所 神戸オフィス  弁護士  

 

 

 

 



２０１９年度活動組織  （敬称略・順不同） 

１.代 表 幹 事 中尾一彦 （神戸土地建物） 

 吉井満隆 （バンドー化学） 

２.副代表幹事 道満雅彦 （オリバーソース） 

 中内  仁 （神戸ポートピアホテル） 

 藤浪芳子 （昭和精機） 

 岡田兼明 （大和産業） 

 古塚孝志 （ロック・フィールド） 

３.常 務 理 事  1 名 

４.会 計 幹 事  ２名 

５.常 任 幹 事  ３６名 

６.幹 事  １３７名 

７.委 員 会       

(1)常設委員会 委 員 長 副委員長  

 ①総務委員会 中尾一彦 （神戸土地建物）  吉井満隆 （バンドー化学） 

 ②企画委員会 中尾一彦 （神戸土地建物）  吉井満隆 （バンドー化学） 

 ③経済動向委員会 板垣佳裕 （三菱商事）  武元和彦 （日本銀行） 

     瀧川高章 （兵庫トヨタ自動車） 

     西村 理 （西村屋フーズコム） 

 アドバイザー    佐野元昭 (東京海上日動火災保険) 

 古塚孝志    森 亮介 （日本郵船） 

 （ロック・フィールド）    小宅祥広 （大丸松坂屋百貨店） 

 ④企業価値向上委員会 中島洋人 （東洋ナッツ食品）  河野忠友 （カワノ） 

 アドバイザー    木田聖子 （チャイルドハート） 

 藤浪芳子    坂井幸嗣 (アマデラスホールディングス)  

 

 

 （昭和精機）    米田紀子 (ＴＭＩ総合法律事務所) 

 ⑤まちづくり委員会 松田茂樹 （マニックス）  寺本 督 （淡路屋） 

     橋本 覚 （神戸マツダ） 

     中野友史 （アーバン・ヴィレッジ） 

     南部真知子 (神戸クルーザー・コンチェルト) 

 アドバイザー    渡辺真二 （早駒運輸） 

 岡田兼明    米田篤史 （ジェム） 

 （大和産業）    植村一仁 （マック） 

       

【2020 年 3 月 31 日現在】 



 ⑥グローバルマーケット委員会  

  

中尾信也 （エデュテ）  池田憲章 (三菱 UFJ銀行) 

 アドバイザー    井口寛司 (神戸シティ法律事務所)  

 古塚孝志    沼部美由紀 （クロシェホールディングス） 

 （ロック・フィールド）    宮﨑一明 （アイキッズ） 

 ⑦環境インフラ整備委員会 

  

中西憲一 （関西電力）  井上佳昭 （大阪ガス） 

 アドバイザー    多田真規子 （西日本旅客鉄道） 

 中内  仁    増岡好一 (三宮オイル) 

 （神戸ポートピアホテル）    小池正昭 （関西エアポート神戸） 

 ⑧IT経営委員会 永吉一郎 （神戸デジタル・ラボ）    川副和宏 （西日本電信電話） 

      佐伯里香 （ユーシステム） 

 アドバイザー    藤嶋純子 （フジ・データ・システム） 

 道満雅彦    山本裕計 (アイクラフト) 

 （オリバーソース）    本丸勝也 (兵庫ベンダ工業) 

 ⑨交流委員会 和田剛直 （和田興産）  米田篤史 （ジェム） 

     近藤弘人 (メットライフ生命保険) 

 アドバイザー    安福武之助 （神戸酒心館） 

 中内  仁    渡邊江美 （マキシン） 

 （神戸ポートピアホテル）    松本由美子 （フェニックス商会） 

(2)個別テーマ委員会 委 員 長 副委員長  

 ①若者と創る明日の兵庫委員会 岡田兼明 （大和産業）  藤浪芳子 （昭和精機） 

     中内 仁 (神戸ポートピアホテル) 

     小野裕美 （ドクターミール） 

     山本吉大 （大吉財団） 

 ②スポーツ街おこし委員会 道満雅彦 （オリバーソース）  大谷 忍 （アシックス） 

     中島誠一郎 （ナカシマ） 

     笠谷泰宏 （笠谷工務店） 

(3)特別委員会 委 員 長 副委員長  

 ２０１９年度提言特別委員会  中尾一彦 （神戸土地建物）  桑畑純也 （ベネスト） 

     佐伯里香 (ユーシステム) 

８.部会   

(1)地域部会 部 会 長 副部会長  

 ①東播部会 福島孝一 （ソネック）  釜谷研造 （釜谷紙業） 

     芝本忠雄 （ＳＩＣ） 

     岡田義則 （加古川製作所） 

   



(1)地域部会 部 会 長 副部会長  

 ②西播部会 井上登志男 （読売 DC）  小原直人 （播州建材） 

     赤鹿竜夫 （赤鹿建設） 

 ③阪神間部会 古野幸男 （古野電気）  森本直樹 （日本盛） 

     藤嶋純子 （フジ・データ・システム） 

 ④但馬部会 西村 肇 (西村屋)  中田孝一 （中田工芸） 

     倉橋 建 （但馬銀行） 

(2)中堅会員部会 部 会 長 副部会長  

 経営塾「ザ･ルーム」 木下 学 （ホテルニューアワジ）  山本吉大 （大吉財団） 

     和田剛直 （和田興産） 

     岡田紹宏 （高階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第2号議案　2019年度　収支決算報告の件

（単位：円）

科　　　　　　目 当 年 度 末 前 年 度 末 増　減

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

　　　　現金 204,171 283,949 △ 79,778

　　　　普通預金 13,589,885 6,895,991 6,693,894

　　　　定期預金 32,800,000 32,800,000 0

　　　　未収金 49,050 507,900 △ 458,850

　　　　立替金 0 0 0

　　　　前払費用 74,560 895,560 △ 821,000

　　　流動資産合計 46,717,666 41,383,400 5,334,266

　２．固定資産

        ソフトウェア 1,264,680 0 0

　　　固定資産合計 1,264,680 0 0

　　　資 　産　 合 　計 47,982,346 41,383,400 6,598,946

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

　　　　未払金 357,090 1,384,146 △ 1,027,056

        前受金 0 42,000 △ 42,000

　　　　預り金　　　 113,260 81,036 32,224

　　　流動負債合計 470,350 1,507,182 △ 1,036,832

　２．固定負債

　　　固定負債合計　 0 0 0

　　　負 　債　 合　 計 470,350 1,507,182 △ 1,036,832

Ⅲ　正味財産の部

　１．指定正味財産

　　　指定正味財産合計 0 0 0

　２．一般正味財産

　　　一般正味財産合計　 47,511,996 39,876,218 7,635,778

　　　正 味 財 産 合 計 47,511,996 39,876,218 7,635,778

　　　負債及び正味財産合計 47,982,346 41,383,400 6,598,946

貸　  借　 対 　照　 表

2020年３月３１日現在

取得日 耐用年数 当期償却月 取得価格 期首価格 償却額 残存価格

2019/10/1 会員管理システム(salesforce) 5年 ６カ月 1,405,200 1,405,200 140,520 1,264,680

　　※注　記

1）減価償却(法人税法の定額法による)

1,405,200÷60(ヵ月)×6(ヵ月)



 

 

 

 

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

　　　　現金預金

　　　　　現金手許有高 本部 201,885

東播 2,286

　　　　　普通預金 三井住友銀行神戸営業部 13,406,945

三井住友銀行加古川支店 84,955

三井住友銀行姫路支店 97,985

　　　　　定期預金　 三井住友銀行神戸営業部 32,800,000

　　　　　未収金 49,050

　　　　　前払費用 74,560

　　　流動資産合計 46,717,666

　２．固定資産

          ソフトウェア 1,264,680

　　　固定資産合計 1,264,680

　　　資産合計 47,982,346

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

　　　　未払金 357,090

        前受金 0

　　　　預り金　　 (源泉所得税、社会保険料） 113,260

　　　流動負債合計 470,350

　２．固定負債

　　　　固定負債合計　 0

　　　負債合計 470,350

Ⅲ　正味財産の部

　１．指定正味財産

　　　　指定正味財産　合計 0

　２．一般正味財産 47,511,996

　　　　一般正味財産　合計 47,511,996

　　　正味財産合計 47,511,996

　　　負債及び正味財産合計 47,982,346

金　　　　　　　　額

財　　　産　　　目　　　録

２０２０年３月３１日現在

科　　　　　　目



 

（単位　円）

当年度(a) 前年度(b) 増減(a-b)

（１） 経常収益

① 受取入会金

受取入会金 900,000 1,200,000 △ 300,000

受取交代入会金 450,000 370,000 80,000

② 受取会費 0

受取正会員会費 43,340,000 41,160,000 2,180,000
受取準会員会費 420,000 440,000 △ 20,000
受取幹事会費 9,870,000 9,340,000 530,000

③ 受取負担金 0
受取負担金 10,637,938 10,336,965 300,973

④ 雑収益 0
受取利息 3,030 2,977 53
雑収益 0 3,000 △ 3,000
経常収益計 65,620,968 62,852,942 2,768,026

（２） 経常費用
① 事業費

給料手当 15,504,405 14,844,277 660,128
福利厚生費 2,019,425 1,260,623 758,802

修繕費 324,190 154,656 169,534

印刷製本費 3,831,307 3,696,476 134,831

消耗品費 737,192 636,003 101,189

旅費交通費 2,426,126 3,091,221 △ 665,095

租税公課 0 0 0

通信運搬費 1,057,175 1,188,391 △ 131,216

資料費 107,244 107,244 0

会議費 5,138,219 6,300,440 △ 1,162,221

事務所費 1,098,391 1,186,413 △ 88,022

リース料 621,114 516,786 104,328

諸謝金 2,533,281 2,908,179 △ 374,898

減価償却費 70,260 0 70,260

支払負担金 9,863,717 9,686,818 176,899

委託費 399,600 399,600 0

雑費 16,650 6,924 9,726

事業費計 45,748,296 45,984,051 △ 235,755
② 管理費

給料手当 2,736,072 2,619,578 116,494
福利厚生費 228,200 140,069 88,131
修繕費 328,250 162,000 166,250
印刷製本費 1,019,640 975,240 44,400
消耗品費 223,872 413,202 △ 189,330
旅費交通費 141,763 193,870 △ 52,107
租税公課 49,924 41,818 8,106
通信運搬費 208,457 264,147 △ 55,690
資料費 0 3,370 △ 3,370
会議費 5,388,372 5,928,931 △ 540,559
事務所費 1,098,390 1,186,413 △ 88,023
 リース料 159,598 133,517 26,081
諸謝金 324,000 219,371 104,629
減価償却費 70,260 0 70,260
支払負担金 0 0 0
委託費 0 0 0
雑費 260,096 373,998 △ 113,902
管理費計 12,236,894 12,655,524 △ 418,630

57,985,190 58,639,575 △ 654,385

7,635,778 4,213,367 3,422,411

39,876,218 35,662,851 4,213,367

47,511,996 39,876,218 7,635,778

0 0 0

47,511,996 39,876,218 7,635,778

正 味 財 産 増 減 計 算 書　
(2019年4月1日から2020年3月31日まで）

科　　　　目

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　　1. 経常増減の部

　　　経常費用計

　　当期経常増減額

　　一般正味財産期首残高

　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高



 

(単位　　円）

科　　　　目 予算額(a) 決算額（b) 増減 (b)-(a)

Ⅰ事業活動収支の部

 １．事業活動収入

　　①入会金収入

　　　　入会金収入 600,000 900,000 300,000

　　　　交代入会金収入 300,000 450,000 150,000

　　②会費収入

　　　　正会員会費収入 43,200,000 43,340,000 140,000

　　　　準会員会費収入 400,000 420,000 20,000

　　　　幹事会費収入 9,870,000 9,870,000 0

　　③負担金収入

　　　　負担金収入 10,300,000 10,637,938 337,938

　　④雑収入

　　　　受取利息収入 3,000 3,030 30

　　　　雑収入 0 0 0

　　事業活動収入計 64,673,000 65,620,968 947,968

 ２．事業活動支出

　　①事業費支出

　　　　給料手当支出　　　 15,529,500 15,504,405 △ 25,095

　　　　福利厚生費支出 1,980,000 2,019,425 39,425

　　　　修繕費支出 200,000 324,190 124,190

　　　　印刷製本費支出 4,000,000 3,831,307 △ 168,693

　　　　消耗品費支出 700,000 737,192 37,192

　　　　旅費交通費支出 2,500,000 2,426,126 △ 73,874

　　　　租税公課支出 1,000 0 △ 1,000

　　　　通信運搬費支出 1,200,000 1,057,175 △ 142,825

　　　　資料費支出 200,000 107,244 △ 92,756

　　　　会議費支出 6,400,000 5,138,219 △ 1,261,781

　　　　事務所費支出 1,200,000 1,098,391 △ 101,609

　　　　リース料支出 560,000 621,114 61,114

　　　　諸謝金支出 2,900,000 2,533,281 △ 366,719

　　　　償却支出 0 70,260 70,260

　　　　負担金支出 10,000,000 9,863,717 △ 136,283

　　　　委託費支出 400,000 399,600 △ 400

　　　　雑費支出 10,000 16,650 6,650

　　　　事業費支出計 (47,780,500) (45,748,296) (-2,032,204)

　　②管理費支出

　　　　給料手当支出　　　 2,740,500 2,736,072 △ 4,428

　　　　福利厚生費支出　 220,000 228,200 8,200

　　　　修繕費支出 150,000 328,250 178,250

　　　　印刷製本費支出 1,000,000 1,019,640 19,640

　　　　消耗品費支出 500,000 223,872 △ 276,128

　　　　旅費交通費支出 150,000 141,763 △ 8,237

　　　　租税公課支出 40,000 49,924 9,924

　　　　通信運搬費支出 300,000 208,457 △ 91,543

　　　　資料費支出 0 0 0

　　　　会議費支出 6,200,000 5,388,372 △ 811,628

　　　　事務所費支出 1,200,000 1,098,390 △ 101,610

　　　　リース料支出　 140,000 159,598 19,598

　　　　諸謝金支出 400,000 324,000 △ 76,000

　　　　償却支出 0 70,260 70,260

　　　　負担金支出 0 0 0

　　　　委託費支出 0 0 0

　　　　雑費支出 400,000 260,096 △ 139,904

　　　　管理費支出計 (13,440,500) (12,236,894)

　　③予備費支出 100,000 0 △ 100,000

　事業活動支出計 61,321,000 57,985,190 △ 3,335,810

　　事業活動収支差額 3,352,000 7,635,778 4,283,778

Ⅱ投資活動収支の部

　　積立預金取崩収入 0 0 0

　　積立預金繰入支出 0 0 0

　　投資活動収支差額 0 0 0

　　　当期収支差額 3,352,000 7,635,778 4,283,778

　　　前期繰越収支差額 7,564,851 7,564,851 0

　　　次期繰越収支差額 10,916,851 15,200,629 4,283,778

2019年度 収支計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 ３ 号 議 案 

◆理事・会計幹事選任の件 

２０２０年定時総会の終了をもって理事 中尾 一彦氏（代表幹事）の任期満

了と、会計幹事 高田 厚氏の退任を受け、次の通り候補者を選任する。 

 
１ 理事の候補者 

富田
と み だ

 健司
け ん じ

   川崎重工業株式会社 取締役  （新任） 

   ※富田健司氏の任期は 2年後の 2022年定時総会の終結時までとする。 

 

２ 会計幹事の候補者 

 平野
ひ ら の

 裕一
ゆういち

  株式会社三井住友銀行 執行役員神戸法人営業本部長 (新任) 

   ※平野祐一氏の任期は 2021年定時総会の終結時までとする。 

 

第 ４ 号 議 案 

◆代表幹事選定の件 

理事の中から次の通り、代表幹事の候補者を選定する。 
 

（代表幹事の候補者） 

富田
と み だ

 健司
け ん じ

   川崎重工業株式会社 取締役  （新任） 

 
第 ５ 号 議 案 

 ◆２０２０年度基準会費減額について 実施時期(2020 年 4 月より 1 年間適用) 
 １.会費のうち、基準会費について、次の通り改定する。 
  対象は正会員とする。 
  変更前 ８０，０００円 
  変更後 ７０，０００円 
  
  準会員の基準会費は、２０，０００円及び幹事会費は変更なしとする。 
  

 ２.途中入会会費について 
   ２０２０年度入会に限り、途中入会会費について次の通り変更する。 
    
    入会月      変更前        変更後 
   ４－ ８月    ８０，０００円   ７０，０００円 
   ９－１１月    ４０，０００円   ３５，０００円 
   １２－１月    ２０，０００円   １５，０００円 
    ２－３月         ０円        ０円 


