
　公益社団法人藤沢法人会の第７回通常総会並びに記念研修講演会が、６月12日（水）湘南クリスタルホテルで、会員・
来賓他193名出席のもと開催されました。
　総会の前段で開催された研修講演会では、入内嶋晃事業研修委員長の司会で、経済ジャーナリストの渋谷和宏氏を
お招きし、「これから注目されるビジネスとは」と題する講演を拝聴しました。
　総会は、田邊勝利総務委員長の司会で進行。川上彰久副会長の開会のことばに続き、司会より定足数を確認し、総会の
成立を宣言しました。次に吉岡耐子副会長より来賓が紹介され、鈴木勝貴会長が挨拶を述べられました。
　続いて2018年度の会員増強優秀支部表彰が行われ、横山貢組織副委員長より表彰内容と該当者を発表し、個人で
は、５件以上の５名に表彰状、２団体に感謝状が、会長より贈呈されました。（表彰状並びに感謝状贈呈者は３頁に掲載）
　議案審議は、鈴木会長を議長に、第一号議案・2018年度財務諸表報告及びに監査報告に関する承認の件を上程し、
川又辰治総務副委員長より報告後、大野千寿子監事より監査報告が行われ承認されました（正味財産増減計算書は４頁
に掲載）。
　第二号議案・任期満了にともなう役員改選に関する承認の件を上程、理事・監事に関し、４月22日に行われた理事会に
おいて各支部より推薦された方々を横山貢総務委員より発表し、それぞれ承認を得ました。
　次に報告事項として、2018年度事業経過報告を成勢啓一総務委員、2019年度事業計画を伊藤和司総務委員、2019
年度予算を田村進総務委員（正味財産増減予算書は５頁に掲載）、がそれぞれ報告を行いました。
　以上で、議案審議並びに報告を終え、次に藤沢佳文・藤沢税務署長、鈴木恒夫・藤沢市長、須藤修司・藤沢商工会議所副
会頭、川崎理・東京地方税理士会藤沢支部副支部長より祝辞を頂戴し、大川信乃副会長の閉会のことばで終了しました。
　総会終了後には、先ほど承認された新理事が別室で選考委員会を開催し、正副会長、各委員長等を選出し、懇談会の
席上で発表されました。
　懇談会では、田中靖一副会長が開会のことばの後、この席からご臨席いただいた来賓の方々をご紹介し、川本雅美・
藤沢県税事務所長の乾杯のご発声の後、会員相互の交流を目的として盛大に行われ、相原厚志副会長の閉会のことば
で終了しました。

　鈴木勝貴会長に続く第１０代会長には川上彰久氏が選出されました。
　前任の鈴木会長は、平成２７年６月の就任以来、２期４年の間、藤沢法
人会の牽引力としてその任を果たされました。
　今回の役員改選をもって退任となりましたが、引き続き本会並びに支
部等での運営に尽力いただくこととなります。

【川上彰久プロフィール】
　新会長の川上氏は平成９年理事に就任され、平成２７年６月副会長に
就任するまで、支部や青年部会(旧青年部委員会)の発展に尽力しまし
た。副会長として、就任時は総務委員会、青年部会を担当され、平成２９
年から総務委員会の担当を務めました。

第7回 通常総会・研修講演会を開催
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櫻井　　淳〈㈱湘南セールスプロモーション〉
村上　　進〈大旭建業㈱〉、横山　貢〈㈱なんどき〉、安部 英夫〈安英建設㈱〉、
芦田　　操〈ＡＩＧ損害保険㈱藤沢支店〉
田中　靖一〈㈱富士中商会㈱〉、吉田 恵子〈㈲湘南ひまわり〉、水嶋　聡〈㈲水嶋企画〉
鈴木　勝貴〈鈴木運輸㈱〉、大川 信乃〈㈱オーカワ〉、小柴 智彦〈㈱ホームプラザサンヨー〉、
田中　康俊〈㈱湘南社〉、山本　竺〈グリーンダック㈱〉、須田 陽子〈大同生命保険㈱湘南支社〉
和田　幸男〈㈲サンエイト〉、浅井 明美〈湘南センコー㈱〉、加茂 正司〈カントーテクノ㈱〉、
加藤　芳郎〈㈱藤吉〉、 山崎　愛〈大同生命保険㈱湘南支社〉、 永瀬あゆみ〈大同生命保険㈱湘南支社〉、
小山　希佳〈ＡＩＧ損害保険㈱平塚支店〉、原田 隆明〈ＡＩＧ損害保険㈱平塚支店〉、
津田　　勝〈ＡＩＧ損害保険㈱横浜営業支店〉、白井 正嗣〈ＡＩＧ損害保険㈱横浜営業支店〉
川上　彰久〈㈱さんこうどう〉、 吉岡 耐子〈㈱テクノサンキョー〉、 田村　進〈(宗)鵠沼伏見稲荷神社〉、
長谷川一夫〈㈱長谷川土建〉、砂川 健太〈ネットワークプランニングサービス㈱〉、
山﨑　正三〈㈱サンコーハウジング〉、岩澤　裕〈㈱浜田屋〉、倉知 克則〈㈲クラチ工業〉、
澤邑　重夫〈社会保険労務士法人　澤〉、小川　務〈大栄建設工業㈱〉、椎谷 敏行㈱〈椎谷建設㈱〉、
松尾　栄三〈三光化学工業㈱〉、小林　治〈日欧事務機㈱〉、西尾雄一郎〈西尾建設㈱〉、
飯塚美沙子〈㈱新和〉、田村　清〈㈱田村工務店〉、河原 義久〈㈱福田屋〉、
浅井　永嗣〈湘南センコー㈱〉、加藤　覚〈㈱カトー工業〉、杉本 剛昭〈㈲湘南測量〉、
玉野井　潤〈㈲ワールドタイル〉、入澤ひろみ〈㈲泰明商事〉、今井 正和〈㈲今井厨房〉、
矢野　久子〈ヤンテック㈱〉、小谷 利雄〈㈲小谷木型製作所〉、山本 和好〈㈱山本工業〉、
堀内　玲彦〈田舎鮨〉、花村 一昇〈湘南撮影オフィス〉、橋本 早記〈Present time〉、
神谷　忠男〈賛助会員〉、 早川 隆子〈大同生命保険㈱湘南支社〉、福長　淳〈大同生命保険㈱湘南支社〉、
今津　奈央〈大同生命保険㈱湘南支社〉、中山冨貴子〈大同生命保険㈱湘南支社〉、
大谷　真理〈大同生命保険㈱平塚営業所〉、大神眞理子〈大同生命保険㈱横浜支社〉、
井口美津子〈大同生命保険㈱水戸支社〉、鷲見 大光〈ＡＩＧ損害保険㈱藤沢支店〉、
武内伸一郎〈ＡＩＧ損害保険㈱横浜営業支店〉、市川 陽平〈ＡＩＧ損害保険㈱平塚支店〉、
山田　　幹〈ＡＩＧ損害保険㈱平塚支店〉、石田 貴雄〈ＡＩＧ損害保険㈱相模原支店〉、
小林　泉介〈㈱アップル〉(ＡＩＧ代理店 )、稲葉 浩平〈㈱アスリード〉(ＡＩＧ代理店 )、
藤森　善広〈㈱THREE・PEACE〉(ＡＩＧ代理店 )、新井 知浩〈ほけん設計㈱〉(ＡＩＧ代理店 )、
塩澤　和史〈㈱TRITTRUST〉(ＡＩＧ代理店 )、岡田 朋之〈㈱アスノ〉(ＡＩＧ代理店 )、
吉田　禎輔〈㈱ＴＳＫ〉(ＡＩＧ代理店 )、 山本 武正〈㈱ネクストコンサルティング〉(ＡＩＧ代理店 )、
山本　晋矢〈FINE〉(ＡＩＧ代理店 )
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井口美津子〈大同生命保険㈱水戸支社〉、鷲見 大光〈ＡＩＧ損害保険㈱藤沢支店〉、
武内伸一郎〈ＡＩＧ損害保険㈱横浜営業支店〉、市川 陽平〈ＡＩＧ損害保険㈱平塚支店〉、
山田　　幹〈ＡＩＧ損害保険㈱平塚支店〉、石田 貴雄〈ＡＩＧ損害保険㈱相模原支店〉、
小林　泉介〈㈱アップル〉(ＡＩＧ代理店 )、稲葉 浩平〈㈱アスリード〉(ＡＩＧ代理店 )、
藤森　善広〈㈱THREE・PEACE〉(ＡＩＧ代理店 )、新井 知浩〈ほけん設計㈱〉(ＡＩＧ代理店 )、
塩澤　和史〈㈱TRITTRUST〉(ＡＩＧ代理店 )、岡田 朋之〈㈱アスノ〉(ＡＩＧ代理店 )、
吉田　禎輔〈㈱ＴＳＫ〉(ＡＩＧ代理店 )、 山本 武正〈㈱ネクストコンサルティング〉(ＡＩＧ代理店 )、
山本　晋矢〈FINE〉(ＡＩＧ代理店 )

1111

55

44

33

22

11

1 2 3

〈　　　  〉

〈　〉内は担当委員会、部会、支部
※は新任

〈　　　   〉総務、寒川 〈　　　  〉広報、青年部
藤沢北、藤沢北東

税制、厚生
藤沢南 〈　　　   〉女性部・茅ヶ崎南

大川 信乃
㈱オーカワ

〈　　　   〉事業研修、茅ヶ崎北東
茅ヶ崎北西

和田 幸男

鈴木前会長

㈲サンエイト
田中 靖一
㈱富士中商会

相原 厚志
相和設備工業㈱

吉岡 耐子
㈱テクノサンキョー

副会長に選任されました。よろしくお願い申し上げます。

〈　　　  〉組織、藤沢西
藤沢東

※田邊 勝利
㈱田辺工務店

副会長

川上新会長

2018年度新入会員紹介の優秀表彰者名

新会長に川上彰久氏

〈順不同・敬称略〉　
於・第7回通常総会

支部表彰

団体感謝状

個人表彰
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！



２０１８年度 ２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日まで （単位：円）正味財産増減計算書
科　　　　　目 予算額 決算額 差　異 備　考

　Ⅰ．一般正味財産増減の部
ⅰ．経常増減の部
( ⅰ ) 経常収益

１．特定資産運用益 8,910,000 8,554,772 355,228
（１）特定資産受取利息 30,000 30,602 △ 602 利息
（２）特定資産受取賃借料 8,880,000 8,524,170 355,830 会館テナント家賃等

２．受取会費 38,550,000 38,588,200 △ 38,200
（１）正会員受取会費 37,650,000 37,602,700 47,300 年会費
（２）賛助会員受取会費 900,000 985,500 △ 85,500 年会費

３．事業収益 876,500 733,500 143,000
（１）研修会事業収益 496,500 485,500 11,000 研修会等負担金
（２）募金収益 200,000 128,000 72,000 チャリティゴルフ大会収益
（３）広告事業収益 180,000 120,000 60,000 機関誌の広告料

４．受取補助金 19,062,900 19,488,282 △ 425,382
（１）都道府県補助金 1,630,000 1,781,382 △ 151,382
（２）全法連助成金振替額 17,382,900 17,382,900 0 全法連による助成金
（３）全法連補助金 50,000 324,000 △ 274,000

５．雑収益 1,280,500 1,650,976 △ 370,476
（１）受取利息 500 300 200 利息
（２）雑収益 1,280,000 1,650,676 △ 370,676
　経常収益計 68,679,900 69,015,730 △ 335,830

（ⅱ）経常費用
給料手当 19,500,000 19,313,654 186,346 職員給与手当等
退職給付費用 1,030,000 1,030,000 0 職員退職金積立
福利厚生費 3,030,544 3,087,917 △ 57,373 社会保険料等
旅費交通費 2,709,160 2,378,032 331,128 通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費 4,430,620 4,688,132 △ 257,512 切手、葉書、運送料等
減価償却費 2,145,746 2,145,746 0
消耗什器備品費 1,529,604 1,508,351 21,253
消耗品費 2,856,284 2,605,361 250,923 事務用品等
修繕費 6,408,000 6,006,580 401,420
印刷製本費 6,660,256 6,917,571 △ 257,315 機関誌印刷費等
光熱水料費 550,000 784,111 △ 234,111 電気、水道代
賃借料 119,232 89,132 30,100
事務所管理費 1,506,504 1,739,926 △ 233,422
会場費 282,640 319,958 △ 37,318 会場費等
保険料 225,000 234,520 △ 9,520
諸謝金 3,513,400 3,396,168 117,232 セミナー等講師料
租税公課 1,659,800 1,419,500 240,300
会議費 7,595,360 8,754,178 △ 1,158,818 会議飲食代等
委託費 4,189,112 4,186,700 2,412
支払負担金 1,720,520 1,639,827 80,693
支払寄付金 345,000 249,000 96,000
渉外慶弔費 300,000 278,816 21,184
表彰費 927,120 907,212 19,908
支払手数料 568,800 564,056 4,744 顧問料、各種振込手数料他
雑費 30,000 12,480 17,520

経常費用計 73,832,702 74,256,928 △ 424,226
当期経常増減額 △ 5,152,802 △ 5,241,198

ⅱ．経常外増減の部
（ⅰ）経常外収益

経常外収益計 0 0
（ⅱ）経常外費用

法人税及び住民税 70,000 70,000 0
経常外費用計 70,000 70,000 0

当期経常外増減額 △ 70,000 △ 70,000 0
他会計振替額
当期一般正味財産増減額 △ 5,222,802 △ 5,311,198 88,396

一般正味財産期首残高 216,437,036 216,437,036
一般正味財産期末残高 211,214,234 211,125,838

Ⅱ　正味財産期末残高 211,214,234 211,125,838 88,396
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２０１９年度 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで （単位：円）正味財産増減予算書
科　　　　目 2019 年度予算 2018 年度予算 増　減 備　考

　Ⅰ．一般正味財産増減の部
ⅰ．経常増減の部
( ⅰ ) 経常収益

１．特定資産運用益 7,319,620 8,910,000 △ 1,590,380
（１）特定資産受取利息 30,000 30,000 0 利息
（２）特定資産受取賃借料 7,289,620 8,880,000 △ 1,590,380 会館テナント家賃等

２．受取会費 37,750,000 38,550,000 △ 800,000
（１）正会員受取会費 36,750,000 37,650,000 △ 900,000 年会費
（２）賛助会員受取会費 1,000,000 900,000 100,000 年会費

３．事業収益 836,500 876,500 △ 40,000
（１）研修会事業収益 496,500 496,500 0 研修会等負担金
（２）募金収益 160,000 200,000 △ 40,000 チャリティーゴルフ大会収益
（３）広報事業収益 180,000 180,000 0

４．受取補助金 20,062,100 19,062,900 999,200
（１）都道府県補助金 1,830,300 1,630,000 200,300
（２）全法連助成金振替額 18,111,800 17,382,900 728,900 全法連による助成金
（３）全法連補助金 120,000 50,000 70,000

５．雑収益 1,268,572 1,280,500 △ 11,928
（１）受取利息 300 500 △ 200 利息
（２）雑収益 1,268,272 1,280,000 △ 11,728
　経常収益計 67,236,792 68,679,900 △ 1,443,108

（ⅱ）経常費用
給料手当 19,600,000 19,500,000 100,000 職員給与手当等
退職給付費用 472,500 1,030,000 △ 557,500 職員退職金積立
福利厚生費 3,128,656 3,030,544 98,112 社会保険料等
旅費交通費 2,870,500 2,709,160 161,340 通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費 5,774,455 4,430,620 1,343,835 切手、葉書、運送料等
減価償却費 1,882,583 2,145,746 △ 263,163
消耗什器備品費 1,537,084 1,529,604 7,480
消耗品費 2,431,670 2,856,284 △ 424,614 事務用品等
修繕費 408,000 6,408,000 △ 6,000,000
印刷製本費 6,906,264 6,660,256 246,008 機関誌印刷費等
光熱水料費 710,000 550,000 160,000 電気、水道代
賃借料 102,940 119,232 △ 16,292
事務所管理費 1,538,052 1,506,504 31,548
会場費 247,600 282,640 △ 35,040 会場費等
保険料 663,750 225,000 438,750
諸謝金 3,549,000 3,513,400 35,600 セミナー等講師料
租税公課 1,500,700 1,659,800 △ 159,100
会議費 7,447,900 7,595,360 △ 147,460 会議飲食代等
委託費 4,225,316 4,189,112 36,204
支払負担金 1,700,520 1,720,520 △ 20,000
支払寄付金 345,000 345,000 0
渉外慶弔費 300,000 300,000 0
表彰費 949,260 927,120 22,140
支払手数料 574,400 568,800 5,600 顧問料、各種振込手数料他
雑費 30,000 30,000 0

経常費用計 68,896,150 73,832,702 △ 4,936,552
当期経常増減額 △ 1,659,358 △ 5,152,802 3,493,444

ⅱ．経常外増減の部
（ⅰ）経常外収益

経常外収益計 0 0
（ⅱ）経常外費用

法人税及び住民税 70,000 70,000 0
経常外費用計 70,000 70,000 0

当期経常外増減額 △ 70,000 △ 70,000 0
他会計振替額
当期一般正味財産増減額 △ 1,729,358 △ 5,222,802 3,493,444

一般正味財産期首残高 211,214,234 216,437,036
一般正味財産期末残高 209,484,876 211,214,234

Ⅱ　正味財産期末残高 209,484,876 211,214,234 △ 1,729,358
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！




