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組合税務及び登記・事務手続上の留意点を解説
〜年度末事務セミナーを開催〜

本会では、組合における年度末の事務作業
を適正かつ円滑に行えるよう、3月14日（火）、
秋田市のホテルメトロポリタン秋田において

「年度末事務セミナー」を開催し、会員組合の
役職員58名が出席しました。

セミナーでは、税理士法人福士合同会計事
務所の福士文友税理士より、組合特有の税務
会計のポイントのほか、中小企業の少額減価
償却資産の特例や役員給与の損金不算入など
の税制措置について事例を交えた解説がなさ
れ、本会からも、平成29年度の税制改正の中か
ら、生産性の向上や労働時間の短縮に繋がる
設備投資等のための税制等について情報提供
を行いました。

引き続き、本会指導員より、年度末事務手続
の一連の流れや剰余金処分の方法及び総会議
事録・理事会議事録作成上の留意点、登記申
請事項などについて詳しく説明を行いました。

本号では、組合及び中小企業に関する主要
税制の中から、「役員等の給与の損金不算入」
について、また、年度末事務手続きの中から、
「脱退会員に出資金を払い戻す場合の経理処
理」についてご紹介します。

なお、会計の年度末締切から理事会・通常
総会の開催に至るまでの事務手順につきまし
ては、本号に同封の「組合決算期の事務手順一
覧」にてご確認いただき、ご不明な点がありま
したら本会までお気軽にお問い合わせ下さい。

［ お問い合わせ先］ 
本会　事業振興部　☎018-863-8701 
　　　大館支所　　☎0186-43-1644 
　　　横手支所　　☎0182-32-0891

◆�役員等の給与の損金不算入（定期同額給与の場合）
　毎年の通常総会において役員報酬の額を決定した後の臨時改定（増額改定、減額改定）につ
いては、やむを得ない場合を除き損金算入が認められない。

　損金不算入額（700,000円−600,000円）×4ヶ月＝400,000円

☞…期中の臨時改定が認められる場合
　…金融機関との借入金返済のリスケジュール協議において役員給与を減額せざるを得ない場合…等

◆�脱退会員に出資金を払い戻す場合の経理処理（定款に出資額限度と定めている場合）
［例1］脱退者の持分が出資金を上回る場合（脱退者の持分50,000、出資額20,000）
［例2］脱退者の持分が出資金を下回る場合（脱退者の持分17,000、出資額20,000）

①…年度末の経理処理
［例1］出……資……金…20,000　未払持分…20,000　［例2］出……資……金…20,000　未払持分…20,000

②…総会終了後に、組合員に支払った時の経理処理
［例1］未払持分…20,000　現金・預金…20,000　［例2］未払持分…20,000　現金・預金…17,000
… 出資減少差益…3,000

☞…なお、定款に出資額限度の定めがない場合の処理については、本会までご相談下さい。

［セミナーの様子］

（減額改定の例）
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高品質な製品づくりのためのプロセスを学ぶ
	 〜平成28年度第2回研修会が開催（秋田県アパレル産業振興協議会）〜

縫製業における製品の完成度を向上させる
ためには、従業員の技術向上に加え、素材とな
る生地の特性を理解することが重要です。

そこで、秋田県アパレル産業振興協議会（村
田孝治会長）では、2月24日（金）、秋田市のアキ
タパークホテルにおいて平成28年度第2回研
修会を開催し、会員工場の管理者・従業員など
18名が出席しました。

研修会では、素材となる生地に内在する「ス
トレス」の仕組みを把握し、そのストレスを除
去するためのポイントを学びました。

講師を務めたアサヒ繊維機械株式会社の橋
本剛常務取締役は、「生地は、糸→織物→染色仕
上げの各工程を経る過程で、様々な形に引き延
ばされる。生地へのストレスは様々な要因が考
えられるが、時間が経つとストレスはなくなり、
糸や織物は元に戻ろうと作用する。この作用が
製品完成後に起こると製品の歪みにつながり、
高品質な製品にならない。」と持論を展開され、

出席者は、技術以外のポイントについても意識
したものづくりが、他の工場との製品の差別化
につながることを具体的に理解することができ
ました。

当協議会では、今後も「線」でつながる研修会
を開催し、会員の事業推進に向けた活動を積極
的に支援していくこととしています。

● a la carte●アラカルトアラカルトアラカルト
役員改選により、下記の方々が新理事長に選出されましたので、
ご紹介します。新理事長紹介

－是非お知らせ下さい－

　本コーナーでは、会員組合の理事長交代について紹介しています。
　今後、新理事長が選出された場合は、本会総務企画課（☎018-863-8701）までお知らせ下
さい。併せて、組合活動の様子やイベント開催等の情報も是非お寄せ下さい。

�県南自動車整備協業組合（横手市）
 理事長　赤川　安孝さん

組合員名：大森自動車株式会社
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成29年2月10日

主な組合事業： 定期点検整備事業

�大曲の花火協同組合（大仙市）
 理事長　小松　忠信さん

組合員名：株式会社小松煙火工業
役　　職：代表取締役
改  選  日：平成29年2月22日

主な組合事業：共同受注事業

［研修会の様子］
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昨年12月4日（日）に行われた平成28年度中
小企業組合検定試験（主催：全国中小企業団体
中央会／後援：中小企業庁）の合格者が3月1日

（水）に発表され、本県からは以下の3名が合格
されました。誠におめでとうございます。

 （受験番号順・敬称略）
藤野　孝輔（秋田県中小企業団体中央会）
井坂　光希（株式会社商工組合中央金庫秋田支店）
岡村　健太（協同組合秋田卸センター）

本試験に合格し、組合等で3年以上の実務経
験を有する方は、本人の申請により「中小企業
組合士」として認定されます。

中小企業組合士は、事業協同組合等の運営エ
キスパートとしての公的資格であり、本県では
72名（平成29年3月31日現在）が組合事務局や
商工中金等で活躍しています。
「中小企業組合士」・「中小企業組合検定試

験」の詳細につきましては、本会商業振興課（☎
018-863-8701）までお気軽にお問い合わせ
下さい。

平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及
び介護保険料率が変更になります。

なお、保険料率の変更時期は、平成29年3月
分（平成29年4月納付分）からとなります。

※ 任意継続被保険者の方は、平成29年4月分
　 （平成29年4月納付分）からとなります。

現行 変更後
健康保険料率（秋田支部） 10.11％ 10.16％
介護保険料率（全国一律） 1.58％ 1.65％

※  40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保
険者）には、健康保険料率に全国一律の介護
保険料率が加わります。

［ お問い合わせ先］ 
全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部 
企画総務グループ　☎018-883-1841

中小企業組合検定試験合格者が発表
	 －本県より3名が合格－

協会けんぽの保険料率が変更になります
	 （協会けんぽ秋田支部）

【秋田県】 （4月1日付）
産業労働部（商工関係）の転入出者は次のとおりです。
《転入》　（　）は前職、〈　〉は派遣 敬称略

◎産業労働部
産業労働部部長待遇（兼）東京事務所長（健康福祉部
参事） 金子　治生
産業労働部次長（産業政策課長） 兼子　達弘

◎産業政策課
総合調整主幹（教育庁総務課主幹） 湯瀬　芳博
主幹（人事課副主幹） 佐々木　琢
副主幹〈秋田県信用保証協会〉（農業経済課副主幹）
 髙橋喜代孝
主査（秘書課主査） 湊谷　晃清
主査（スポーツ振興課主査） 佐藤　　朋
主査（農業経済課主任） 渡邉久美子
主事（鹿角地域振興局総務企画部主事） 田中　寛幸

◎地域産業振興課
主幹〈あきた企業活性化センター〉（企業立地事務所
主幹） 土屋　和久
主幹（地域産業振興課副主幹） 加藤　　智
副主幹（学術振興課副主幹） 加藤　慶美
副主幹〈あきた企業活性化センター〉（産業技術セン
ター技術イノベーション部主任研究員） 田口　　香

人事異動のお知らせ 副主幹（秋田うまいもの販売課副主幹） 白川　雅浩
主査（総務課主査） 西村　淳一
主査（県民生活課主査） 熊谷　　暢
主査〈秋田大学〉（医務薬事課主査） 嵯峨　直人
主査（農林政策課主査） 宮崎　剛志
主査〈あきた企業活性化センター〉（地域産業振興課
主任） 冨樫可那子
主任（地域産業振興課主事） 髙橋　祥子
主事（市町村課主事） 渡辺　亮太

◎地域産業振興課　輸送機産業振興室
主幹（産業政策課主幹） 松井　信光
副主幹（地域産業振興課副主幹） 山田　忠綱
主査（地域産業振興課主査） 武田さやか
主査（名古屋事務所主査） 飯島　洋幸
主任（地域産業振興課主任） 鈴木　佳江
主事（地域産業振興課主事） 保坂　祐樹

◎産業集積課
副主幹（地域産業振興課副主幹） 三浦　　均
主事（総合県税事務所課税部主事） 斉藤　　司

◎商業貿易課
副主幹（東京事務所総務企画課副主幹） 古谷　光孝
副主幹（商業貿易課主査） 橋本　喜明
副主幹（東京事務所あきた売込み課主査）
 山崎　　忍
主査（教育庁教職員給与課主査） 持田亜由子
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主任（商業貿易課主事） 石田　義治
主事（仙北地域振興局総務企画部主事） 佐藤　里奈
主事（雇用労働政策課主事） 菅原　　悠

◎資源エネルギー産業課
主幹（資源エネルギー産業課副主幹） 進藤　啓介
主幹（資源エネルギー産業課副主幹） 松島　桂英
主幹（資源エネルギー産業課副主幹） 松田　光明
副主幹（資源エネルギー産業課主査） 加賀谷　匠
主査（生活衛生課主査） 藤井　　隼
主査（資源エネルギー産業課主任） 堀田井孝弘

◎雇用労働政策課
主幹（医務薬事課主幹） 船木　文子
主幹（温暖化対策課主幹） 佐藤　孝司
主査（子育て支援課主査） 高橋　彩子
技師（秋田技術専門校技師） 福田　立征

《転出》　〈　〉は派遣 敬称略

◎産業労働部
農林水産部部長待遇（兼）農業試験場長 熊谷　　譲
議会事務局長 赤川　克宗

◎産業政策課
あきた未来戦略課総合調整主幹 門間　兵悦
市町村課副主幹 高橋　源悦
交通政策課副主幹 小松　鋼紀
福祉政策課副主幹 田仲　節子
総合防災課副主幹 増村　伸宏
総合県税事務所課税部主事 佐藤　　涼

◎地域産業振興課
あきた未来戦略課主幹 佐々木　揚
東京事務所あきた売込み課主幹 菊地　　拓
観光振興課副主幹 関口　淳也
人事課副主幹〈美郷町〉 黒田　逸人
人事課副主幹〈秋田市〉 高村　和秋
秘書課副主幹 干場　達和
環境管理課主査 櫻田　淳二
名古屋事務所主査〈トヨタ自動車〉 佐藤　直彦
議会事務局主任 鎌田　　忍
仙北地域振興局農林部主事 堀越　道十

◎商業貿易課
健康推進課主幹 小熊　新也
農地整備課主幹 太田　洋平
総合防災課副主幹 糸屋　智喜
障害福祉課主任 嵯峨未羽子
総合食品研究センター企画管理室主事 髙橋　和美
総合県税事務所納税部主事 草野　邦俊

◎資源エネルギー産業課
山本地域振興局福祉環境部副主幹 川原　和志
秋田地域振興局農林部主事 佐藤　佳介

◎雇用労働政策課
市町村課主幹 佐藤　良知

温暖化対策課主幹 鈴木　　仁
監査委員事務局副主幹 寿松木史栄
移住・定住促進課副主幹 中嶋由美子
移住・定住促進課主査 小林　稔幸

【日本銀行秋田支店】…（3月13日付）
（　）は前職 敬称略
《転入》 
秋田支店長（文書局管財課長） 吉濱　久悦
《転出》
決済機構局参事役（秋田支店長） 野見山浩平

【株式会社商工組合中央金庫秋田支店】
（　）は前職 敬称略
《転出》 （3月17日付）
東京支店書記（営業第二課書記） 宮原　祐貴

【秋田県中小企業団体中央会】…（4月1日付）
 （　）は前職

◎総務企画部
○副部長兼総務企画課長（総務企画課長）
 藤田　　実
○総務企画課課長補佐（事業振興部商業振興課課長
補佐） 齋藤　典昭
○総務企画課主査（事業振興部商業振興課主査）
 谷口千恵子
○総務企画課主事（事業振興部工業振興課主事）
 稲葉　　健

◎事業振興部
○副部長兼工業振興課長（工業振興課長）
 加藤　謙太
○商業振興課長（大館支所長） 内藤　陽子
○大館支所長（総務企画部総務企画課主査）
 鈴木　　実
○商業振興課主事（工業振興課主事） 藤野　孝輔
○商業振興課主事（総務企画部総務企画課主事）
 深沢さやか
○工業振興課主事（商業振興課主事） 佐々木貴寛
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現在、総務企画課で経理を担当しておりま
す嶋田と申します。記念すべき中央会職員コ
ラムの第1回を担当させていただきます。

私は、普段は直接的に組合事務局へ出向く
ことは少なく、お会いする機会は少ないので
すが、日々陰から皆様を支えさせていただく
立場で業務を行っています。

さて、今回は、私のプライベートでの趣味
についてお話しします。私は幼い頃から自動
車に興味があり、幼児期はミニカー集め、現
在は時間があればインターネット等で自動
車の走行動画やエンジン音を聴いたりして
癒やされています。

現在の愛車は、自分が誕生した年と同じ年
式の日産スカイラインです。おととし購入し
て以降、晴れた日には友人を乗せて、海辺や
直線道路を気持ちよく走るのが休日の何よ
りの楽しみです。

しかし、長距離ドライブではエンジンが不
調になりやすく、旅先でエンジンがかからな
くなることも多々あり、常に緊張感を持って
運転しています。そういった訳で、もし、観光
地で車が動かず困っている私を見つけまし
たら、救いの手を差しのべていただければ幸
いです。

今年度も職務を遂行するため、日夜全力疾
走する所存です。現在は毎日、秋田銀行の本
店へ経理処理に行っていますので、見かける
ことがありましたら、ぜひ気軽にお声がけ下
さい。

今年度も、どうぞよろしくお
願いいたします。

［記］総務企画課  主事  嶋田  貴裕

本会では、皆様に中央会の職員をより身近に知っていただくため、本号より
「中央会職員コラム」の連載をスタートします。どうぞご覧下さい。

　
　

　　　

　

　　
  中央会職

員コラム

　
　

　　　

　

　　
  中央会職

員コラム

【新規採用職員のお知らせ】
　4月1日付で職員を新規採用しました。宜しくお願
い致します。

藤嶋　樹里（ふじしま　じゅり）
【事業振興部工業振興課主事】

花岡　勇斗（はなおか　ゆうと）
【事業振興部商業振興課主事】

岡田　悠（おかだ　はるか）
【総務企画部総務企画課主事補】

【退職職員のお知らせ】
　本会総務企画部総務企画課主幹堀江哉子さんが
3月31日をもって退職致しました。
　堀江哉子さんは39年間にわたり県内の組合・業
界の育成・支援に力を尽くされ、本会の発展に大き
く貢献されました。
　今後益々のご活躍とご健勝をご祈念申し上げます。

「プルタブ・アルミ缶」の回収に
ご協力下さい！

本会では、地域社会貢献活動の一環とし
て「プルタブ」、「アルミ缶」の回収を行って
います。

回収したプルタブ・アルミ缶は「車椅子」
に交換し、介護・福祉施設に寄贈させて頂い
ています。

会員組合・組合員の皆様におかれまして
は、何卒趣旨をご理解いただき、ご協力を賜
りますようお願い致します。

☞  「プルタブ」、「アルミ缶」とも、一定量が集まり
ましたら秋田市内に限り、本会職員が組合事
務所まで回収に伺います。
  （「アルミ缶」は、分量により数回に分けて回収
させて頂く場合がありますので、予めご了承
下さい。）

ご不明な点があ
りましたら、本会総
務企画課までお問
い合わせ下さい。

［ お問い合わせ先］ 
本会　総務企画課 
☎018-863-8701


