役

員 会 報 告 書
名古屋ニットファッション卸商業組合

日 時

平成３１年４月１５日（月） 午後５時～５時５０分

場 所

御幸本町ビル５階会議室

３月５日（月）開催の正副理事長会の決議事項をもとに審議した
第１号議案 事業報告
事務局より平成３０年１１月以降に開催の以下の事業報告を行った
２月４日（月）新年会 ２９社６６名参加
会計 費用 料理・飲み物

５５２,０２４

抽選賞品

９５,０４０ （４０個）

看板

２８,０８０

ジャズ演奏 演奏料

１５０,０００

食事代

８,６４０

レセプタント レセプタント料 １２６,０００
控え室
合計

６,０００
９６５,７８４

会費

１５５,０００

差引

８１０,７８４ （予算８５０,０００）

２月２４日（日）食の会

１１社３５名参加

会計 費用 昼食
入浴

２２６,８００
１０,０３０ （１７名）

大型バス

１２９,６００

有料道路

１８,６００

乗務員経費

２,１６５

傷害保険

１０,５００

取扱手数料

１８,９００

合計

４１６,５９５

会費

１０５,０００

差引

３１１,５９５ （予算３００,０００）

参加者意見 会場が広くきれいで食事はよかったが、参加メンバー紹介があるとよかった。
４月８日（月）カラー＆ファッションセミナー １２社３１名参加
第２号議案 平成３０年度収支決算承認の件
監事監査４月８日・１０日（監査報告は８日付け） 税理士監査４月１０日に完了
事務局より資料をもとに説明
概算 前期繰越除き 収入 6,122 千円 支出 5,856 千円 差引 266 千円の黒字決算
予算比 収入 62 千円増 支出 514 千円減 差引：予算△310 千円のところ決算 266 千円
・主な要因 役員実数増で組合費役職部分増 セミナー参加増 ゴルフ中止 人件費減
パソコン購入せずに済み、通信費・消耗品費・雑費が少なく済んだ

前年比 収入 439 千円減 支出 831 千円減
・主な要因 スポンサー会員年会費 12 万から 8 万に引下げ 異業種交流会開催 3 回に半減
理事長より組合資産等のこれまでのいきさつを補足説明、流動資産約 3,000 万円は次世代の
運用資金として残しておいてはどうかと提案があった後、30 年度収支決算は承認された。
第３号議案 第５８回通常総会招集の件
５月３１日（金） 東京第一ホテル錦１１階・３階 午後５時より 以下のとおり招集を了承
総会 ５時～５時４０分 組合員約２０名
来賓：中部経済産業局製造産業課・愛知県商業流通課・市民経済局労働産業課に要請案内
取材：中部経済新聞・繊研新聞に依頼
役員選任 会社代表変更に伴い役員２名交代 瀧定名古屋㈱ 瀧昌之氏から瀧健太郎氏
モリリン㈱ 森克彦氏から森正志氏
講演会 ５時５０分～６時５０分
講師 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱政策研究事業本部 執行役員加藤義人氏
テーマ 「リニア時代の東海創生」
名古屋駅前再開発だけでなく栄地区についても話をしてもらう
懇親会 ７時～９時 会社代表が中心の会のためアトラクションは行わない

約４０名

第４号議案 平成３１年度行事日程等の件
３１年度総会以降の行事予定は以下のとおり決定した
５月３１日（金） 役員会・講演会・懇親会

午後 5 時より 東京第一ホテル

６月１１日（火） 連合会総会 午前 11 時 30 分より 松山閣松山 正副理事長対象
７月２２日（月） 役員会 午後 5 時より 御幸本町ビル会議室
異業種交流会 午後 7 時より 東京第一ホテル
９月 ９日（月） カラー＆ファッションセミナー 午前１時 30 分より

名古屋銀行協会

１０月２０日（日） 親睦ゴルフコンペ 午前 8 時より 小原カントリー
１１月１８日（月） 役員会 午後 5 時より 御幸本町ビル会議室
スポンサー・役員懇親会 午後 7 時より
１月１７日（金） 新年会 午後 6 時より 東京第一ホテル
２月１７日（月） 役員会 午後 5 時より 御幸本町ビル会議室
異業種交流会 午後 7 時より 東京第一ホテル
３月２２日（日） 食の会 バーベキューを企画
４月２０日（月） 役員会 午後 5 時より 御幸本町ビル会議室
役員懇親会 午後 7 時より
５月１８日（月） 通常総会・講演会・懇親会 午後 5 時より 東京第一ホテル
第５号議案 平成３１年度収支予算案承認の件
事務局のより資料をもとに予算構成を説明、理事長よりイベントの趣旨・参加対象を明確にす
るフォロー説明により以下のとおり承認された
概算 前期繰越除き 収入 6,060 千円 支出 6,310 千円 差引△250 千円赤字予算
講演会・役員懇親会・正副理事長会・担当役員会合費を予算化する
異業種交流会は２回 現スポンサー会員の発表一巡→講師の外部委託やスポット参加を導入

講師候補 繊研新聞の紹介 プランニングオフィス・ラグーン浅野一平氏
総会：会社代表の会合 経営者向けの講演会を同時開催のためアトラクションなし
新年会：一般社員が気楽に参加できるカジュアルでフレンドーな会 アトラクション等実施
ゴルフ・食の会の予算を同額とする 食の会組合負担 1 人当たり 89 千円は多過ぎるため
ゴルフ：賞品をグレードアップする 食の会：誰もが参加しやすいバーベキューを企画
第６号議案 その他の件
３０年１１月役員会以降の組合加入・脱退
新規加入 加入申込書・会社謄本（写）を提示し以下の３社の加入を承認
西日本物流サービス㈱ 神田穴絓工業㈱ ㈱渡辺商店
脱退

㈱日進衣料 ㈱イマジネーションプロジェクト の了承

会員数 組合員６３社 賛助会員６社 特別賛助会員８社 計７７社
ＰＬ保険 代理店の変更

㈱アサヒリオから㈱ＫＩＣ ７月更新時より

引受保険会社

東京海上日動火災保険㈱となる ことを了承

次回役員会（案） ７月２２日（月）午後５時より
３０年度決算・３１年度予算案の詳細は第５８回通常総会議案書に掲載します。

