
 

平成３０年度事業報告書 

自  平成３０年４月 １ 日 

至  平成３１年３月３１日 

 

岡山県総合流通センター卸協同組合 

 

Ⅰ  事業活動の概況に関する事項 

１. 事業年度（末日）における主要な事業内容・当該事業年度における事業の経過及び 

  その成果 

 

（１）組合及び組合員をめぐる経済・経営状況 

平成３０年度の我が国経済は、７月に発生し、岡山県において倉敷市真備町などに甚大な被

害をもたらした西日本豪雨災害の影響もあり、一時的に個人消費や輸出が押し下げられたもの

の、全体で見ると緩やかな回復傾向にありました。 

全国的に雇用・所得環境の改善が見られる一方、多くの地方中小企業では、景気回復の実感

は薄く、未だ厳しい状況が続いており、とりわけ雇用面においては人手不足問題が益々深刻化

しております。 

こうしたなか、当組合では共同求人事業として、平成２８年度から実施している「求人意見

交流会」について、学校側・企業側参加者の意見を踏まえ、実施内容を改善して開催したほか、

共同求人募集についても求人情報誌への共同掲載を行うなど、積極的に取り組みました。 

また、組合員の事業活動を支援するための事業にも積極的に取り組んでまいりました。金融

事業では低利な転貸融資に努めるとともに、給油事業においてはガソリン・軽油の購入単価交

渉による安価な燃料油の供給を行い、組合員の駐車場不足を補うための共同駐車場事業を実施

しました。 

そのほか、非収益事業の教育情報及び福利厚生事業では、岡山県総合流通センター運営協議

会と連携して、各種社員研修、英会話・実用習字教室やスポーツ大会を開催し、特に社員研修

では、雇用支援機構の委託事業（補助事業）を活用した生産性向上支援訓練を２回実施しまし

た。 

また、毎月開催される定例の理事会、各種委員会の課題検討・審議により、健全かつ円滑な

組合運営に努めるとともに、関係団体並びに関係自治体とも連携して、当流通センターの機能

強化を図るための事業活動を行いました。 

以下、平成３０年度に取り組んだ事業の概要をご報告します。 

 

 

 

 



 

 

（２）共同事業の実施状況 

①購買事業 

商品別売上高    消火器                          １６千円 

                     名刺印刷（取扱件数 263件）               ３０１千円 

                        計                            ３１７千円 

 

    年度別売上高一覧表                           単位：千円 

 
商 品 別 内 訳      計 

タバコ 名刺印刷 消火器 その他 金   額 前 年 比 

平成 26年度 45,486       353        7        0 45,846 100.0％  

平成 27年度 9,695       259        0        0    9,954 21.7％ 

平成 28年度 －       318 31 0     349 3.5％ 

平成 29年度 －       396      118        0 514  147.2％  

平成 30年度 －       301       16        0 317  61.6％  

 

②共同給油事業（運営委託先：株式会社マティクス） 

《事業用借地権設定契約》 

賃貸借期間   平成２１年９月１５日～平成３１年９月１５日 １０年間 

賃 料     月額 ２５０千円／税込 

《集金業務委託契約》 

集金手数料    集金額の０.３％(税別) 

 

平成３０年度売上高実績（税込） 

  （内訳） 揮発油  ガソリン（ﾊｲｵｸ）          76.4kl         １０，９４９千円 

                〃   （ﾚｷﾞｭﾗｰ）         947.4kl          １２８，１２３千円 

               軽 油               989.4kl         １１７，８９５千円 

      灯  油                     25.0kl           １，８２９千円 

小 計                       2,038.2kl          ２５８，７９６千円 
 

      その他（油外）                                          ２４，８００千円 

           計                        ２８３，５９６千円 

 

組合収益（税込） 

       施設使用料（@250 千円×12ヶ月）                             ３,０００千円 

       集金手数料（集金額 198,279千円×０.３％×1.08）             ６４２千円 

          計                         ３,６４２千円 

 

 

 



 

 

   年度別売上高一覧表                            単位：千円 

 

売上高実績 組合収益 揮発油 

金額(税込) 
対前年度

比 
金額(税込) 

対前年度

比 

販売量 

(kl) 

対前年度

比 

平成 26年度    314,863    90.9％     3,757    99.0％    2,236    92.9％ 

平成 27年度 262,094 83.2％     3,620    96.4％ 2,197    98.3％ 

平成 28年度 247,014 94.2％     3,583    99.0％ 2,213   100.7％ 

平成 29年度 268,195 108.5％    3,618 100.9％   2,153 97.2％ 

平成 30年度    283,596   105.7％     3,642   100.7％    2,038    94.7％ 

 

③金融事業 

    平成３１年３月３１日現在貸付残高     １,１３８,０００千円 

      （種別内訳）  

             手形貸付  １０社           １,１３８,０００千円        

（金融機関別内訳） 

             商工中金  岡山支店               ５７４,０００千円 

             中国銀行  岡山流通ｾﾝﾀｰ支店     １５１,０００千円 

             トマト銀行岡山流通ｾﾝﾀｰ支店       ２９８,０００千円 

       百十四銀行  庭瀬支店             １１５,０００千円 

 計              １,１３８,０００千円 

  

平成３１年３月３１日現在保証預り金残高  １１社   ３４,６５１千円 

 

年度別貸付額実績                            単位：千円 

  

新規貸付額 

 

 

件数 

       内                    訳 

手形貸付 

１年未満 

件数 証書貸付 

1年以上 5年未満 

件数 

平成 26年度 1,279,500  27   1,279,500  27       0    0 

平成 27年度 1,160,000  26   1,160,000  26       0    0 

平成 28年度 1,118,000  25   1,118,000  25       0    0 

平成 29年度  1,124,000  25   1,124,000  25       0    0 

平成 30年度  1,138,000  25   1,138,000  25       0    0 

 

④共同駐車場事業 

《共同駐車場》   ○形  態  組合所有、アスファルト舗装（外灯照明有り） 

○土地面積  ６５６.３㎡ 

            ○収容台数  普通車 ２８台  軽自動車 ２台 

                      ○駐車料金  普通車 5,400円(月額)  軽自動車 2,700円(月額) 



 

  《山林活用駐車場》 ○形  態  民間の個人所有山林の一部平地を現状のまま賃借 

○賃借区画  ３区画 

            ○駐車料金  月額５６,５７１円 

 

平成３０年度売上高                            単位：千円 

 共同駐車場(組合所有) 山林活用駐車場(賃借)   計 借地料 
控除後金額
(税込) 金額 (税込) 利用率 金額(税込) 利用率 金額(税込) 

平成 30年度     1,817 96.7％      679   100％    2,496    1,879 

 

⑤教育情報事業 

１）各種社員研修の開催（新入社員研修･ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修以外は運営協議会と共催） 

     ・新入社員研修（開催 H30.4.5～6／受講数 8名） 

    ・新入(若手)社員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修（開催 H30.7.5／受講数 7名） 

※補助金活用事業 

・生産性向上支援訓練①（開催 H30.10.9／受講数 18名／ﾃｰﾏ｢提案型営業手法」） 

・生産性向上支援訓練②（開催 H30.11.13／受講数 14名／ﾃｰﾏ｢業務効率向上の時間管理」） 

・ﾃｰﾏ別研修（開催 H30.12.6／受講数 6名／ﾃｰﾏ｢総務担当者向けｾﾐﾅｰ」） 

 
  

２）文化教室の実施 

【実用習字教室】 

         《前期》○期間･回数 平成 30年 4月～9月の毎月第２･第４火曜日 全１２回  

         ○受講者数   ９名 
         

 《後期》○期間･回数 平成 30年 10月～平成 31年 3月の毎月第２･第４火曜日 全１２回  

         ○受講者数   １３名 
 

【日常英会話教室】 

         《前期》○期間･回数 平成 30年 4月～9月の毎週水曜日 全２３回  

         ○受講者数   ７名 
        

     《後期》○期間･回数 平成 30年 10月～平成 31年 3月の毎週水曜日 全２３回  

         ○受講者数   ６名 
  

３）外部研修会への受講案内（中小企業大学校広島校など） 

 

  ４）卸組合ニュースの発行   毎月１日発行（第２９５号～第３０６号） 
 

５）ホームページ（URL:http://www.optic.or.jp/ryutuu/）・企業ガイドブックの更新等 
 

６）大規模災害等非常時ハンドブックの更新・周知 
 

 

 

 

http://www.optic.or.jp/ryutuu/


 

⑥集団扱損害保険事業 

  損保代理店㈱リュウツウが取り扱う自動車保険・火災保険等の契約促進と保険料集金を行った。 

    ・取扱損害保険会社      三井住友海上保険㈱ 

      ・組合員メリット       組合員及びその従業員の保険料が一般より５％割引、支払時

期の２ヶ月猶予等 

        ・集金事務手数料          自動車保険料の約２.５％   火災保険料の５％ 

        ・平成３０年度手数料収入    ２１６千円／４２件（前年度  222千円／42件） 

                     取扱保険料  ４，３９６千円／４２件（前年度 4,526 千円／42件） 

 

⑦福利厚生事業 

  １）定期健康診断         実施日   平成３０年４月１０日・１８日 

場 所   岡山流通会館 

                             受診者   ２６４名（２１社） 
 

２）ボウリング大会    開催日  平成３０年５月２８日 

（運営協議会共催）    場 所  サンフラワーボウル 

                   参加者   １２１名（２０社） 
 

３）永年勤続者表彰    表彰日  平成３０年９月３日 

場 所   岡山流通会館 

被表彰数 １０名（７社） 
 

   ４）親睦パーティー       開催日  平成３０年１０月１９日           

                   場 所   クラブハウス セフィロト 

                   参加者   ９６名（１９社） 
 

  ５）ソフトボール大会     開催日  平成３０年１１月１８日 

（運営協議会共催）   場 所   岡山県環境保健センター内尾広場 

                     参加者   １０チーム（９社） 
 

６）映画鑑賞券販売       内 容  ｲｵﾝｼﾈﾏ･TOHO ｼﾈﾏｽﾞ岡南ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄﾍﾟｱﾁｹｯﾄの安価販売 

             販売数  １８７組 ３７４枚（申込２７１名 ２８社より抽選） 

 

⑧共同求人事業 

１）求人意見交流会      開催日  平成３０年６月１３日           

                   場 所   岡山流通会館 会議室 

                   参加者   企業側：１０社(１２名)／学校側：２４校(２６名) 
 

２）共同求人広告      実施回数 ４回 （求人誌アルパ掲載） 

               実施日  平成３０年 ４月１４日（６社） 

               (企業数)  平成３０年 ６月１６日（７社） 

                    平成３０年１０月２０日（６社） 

平成３１年 １月１９日（５社） 

                   

⑨その他 

１）共同警備清掃事業 

        ・委託先         警備／㈱山陽セフティ 

  清掃／㈱エムシーエム 

 設備点検／㈱ティ・シー・シー 

        ・集金手数料収入         ２２９千円   （前年度収入 ２２９千円） 



 

２）ネット電報代理店事業 

    ・契約先          ㈱ヒューモニー（Very Card） 

    ・登録(利用)組合員数    １９社 

    ・代理店手数料収入     １７千円／取扱件数 119件（前年度 22千円／134件） 

 

２. 増資及び資金の借入れその他の資金調達の状況 

    当事業年度における増資、設備・運転資金に関しての借入れはありません。 

 

３. 設備投資の状況 

    当事業年度における設備投資はありません。 

 

４. 業務提携等重要事項の概要 

当事業年度における業務提携等重要事項はありません。 

 

５. 直前３事業年度の財産及び損益の状況（当該事業年度は含まない） 

項 目 前 期 

（平成２９年度） 

前前期 

（平成２８年度） 

前前前期 

（平成２７年度） 

 

資産合計   1,312,931,882   1,304,590,370   1,339,933,469 

純資産合計     146,717,285     142,109,876     140,511,324 

事業収益合計      16,370,090      16,732,965      29,306,922 

当期純利益金額       3,956,409       4,493,552       4,115,886 

 

６. 対処すべき重要な事項・組合の現況に関する重要な事項 

    特にありません。 

 

Ⅱ 運営組織の状況に関する事項 

１. 総会の開催状況 

区 分 開催日時 議案の議決状況 
出  席 

組合員数 

出席理事 

・監事数 

第３５回 

通常総会 

30年6月8日 

18:15～19:00 

・平成29年度｢事業報告書｣｢財産目録｣｢貸借対照表｣  

｢損益計算書｣｢剰余金処分案｣の承認について   

(満場一致) 

･平成30年度｢事業計画｣｢収支予算案｣の承認について 

(満場一致) 

･平成30年度｢借入金の最高限度額｣｢１組合員に対す

る貸付最高限度額｣の決定について(満場一致) 

･平成30年度｢加入分担金｣｢脱退手数料｣の決定につい

て(満場一致) 

･平成30年度賦課金の決定について(満場一致) 

･役員改選について(満場一致) 

４２人 

 

内委任状 

２０人  

 

 

 

理事 

  ８人 

 

監事 

 ２人 

 



 

２. 理事会の開催状況 

区 分 開催日時 議案の議決状況 出席理事数 

第１回 

理事会 

30年4月2日 

12:00～13:00 

・総会等について(満場一致) 

・求人意見交流会について(満場一致) 
理事１０人 

第２回 

理事会 

30年5月7日 

12:00～13:00 

・総会議案書について(満場一致) 

・金融担保評価額の変更について(満場一致) 

・第三ｾｸﾀｰ自己所有株式取得について(満場一致) 

理事１１人 

第３回 

理事会 

30年6月8日 

18:50～18:55 

・代表理事（理事長）・副理事長の選任について 

(満場一致) 
理事 ８人 

第４回 

理事会 

30年7月2日 

12:00～13:00 

・委員会(正副委員長選任)について(満場一致) 

・組合員施設の一部賃貸について(満場一致) 

・研修視察について(満場一致) 

理事１１人 

第５回 

理事会 

30年8月6日 

12:00～13:00 

・行政への要望について(満場一致) 

・生産性向上支援訓練について(満場一致) 

・トップセミナーについて(満場一致) 

・ｻｰﾋﾞｽ産業調査研究ﾓﾃﾞﾙ事業について(満場一致) 

理事１０人 

第６回 

理事会 

30年9月3日 

12:00～13:00 

・周辺道路の整備要望について(満場一致)  

・第三ｾｸﾀｰによる土地取得について(満場一致) 

・組合永年勤続者表彰について(満場一致) 

理事１２人 

第７回 

理事会 

30年10月1日 

12:00～13:00 

・トップセミナーについて(満場一致)  

・燃料価格決定基準について(満場一致) 

・委員会(総務・事業)懇親会について(満場一致) 

理事 ９人 

第８回 

理事会 

30年11月5日 

12:00～13:00 

・補助金等活用セミナーについて(満場一致) 

・第三ｾｸﾀｰによる土地取得について(報告) 

・運営協議会負担金について(報告) 

理事１１人 

第９回 

理事会 

30年12月3日 

12:00～13:00 

・理事懇親会について(満場一致) 

・平成３１年度会議日程について(満場一致) 

・就業規則の一部見直しについて(満場一致) 

理事 ９人 

第１０回 

理事会 

31年1月11日 

18:00～18:30 

・国道２号渋滞緩和策の要望について(報告) 

・雇用状況等調査結果について(報告) 
理事 ９人 

第１１回 

理事会 

31年2月4日 

12:00～13:00 

・平成３１年度主要事業予算について(満場一致) 

・利用分量配当について(満場一致) 
理事１０人 

第１２回 

理事会 

31年3月4日 

12:00～13:00 

・平成３０年度収支決算見込みについて(満場一致) 

・平成３１年度予算骨子について(満場一致) 

・岡山県議会選挙について(満場一致) 

理事 ９人 

 

 



 

３. 委員会開催状況 

【総務委員会】 

区 分 開催日時 議案の議決状況 出席者 

第１回 

総務委員会 

30年4月25日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ５月号の企画編集について(満場一致) 

・第 35回通常総会議案書について(満場一致) 

・共同求人広告について(満場一致) 

１３人 

第２回 

総務委員会 

30年5月23日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ６月号の企画編集について(満場一致) 

・共同求人事業について(満場一致) 

・親睦ﾊﾟｰﾃｨｰについて(満場一致) 

７人 

第３回 

総務委員会 

30年6月20日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ７月号の企画編集について(満場一致) 

・共同求人事業について(満場一致) 

・流通センター内保育施設の件(報告) 

１２人 

第４回 

総務委員会 

30年7月17日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ８月号の企画編集について(満場一致) 

・ソフトボール大会について(満場一致) 

・西日本豪雨災害について(報告) 

９人 

第５回 

総務委員会 

30年8月22日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ９月号の企画編集について(満場一致) 

・永年勤続者表彰について(満場一致) 

・共同求人事業について(満場一致) 

・親睦ﾊﾟｰﾃｨｰについて(満場一致) 

１１人 

第６回 

総務委員会 

30年9月19日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ10月号の企画編集について(満場一致) 

・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ集団予防接種について(満場一致) 

・岡山市優良勤労者表彰について(満場一致) 

・委員会親睦会について(満場一致) 

１１人 

第７回 

総務委員会 

30年10月24日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ11月号の企画編集について(満場一致) 

・映画ﾁｹｯﾄ割引販売について(満場一致) 

・平成31年度共同求人事業について(満場一致) 

９人 

第８回 

総務委員会 

30年11月30日 

18:30～19:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ12月号の企画編集について(満場一致) 

・共同求人広告について(満場一致) 

・平成31年委員会日程について(満場一致) 

１１人 

第９回 

総務委員会 

30年12月19日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ１月号の企画編集について(満場一致) 

・平成31年度福利厚生事業について(満場一致) 

・平成31年度共同求人事業について(満場一致) 

・雇用状況等調査結果について(報告) 

９人 

第１０回 

総務委員会 

31年1月23日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ２月号の企画編集について(満場一致)  

・平成31年度福利厚生事業等予算について(満場一致) 

・平成31年度共同求人広告について(満場一致) 

４人 

第１１回 

総務委員会 

31年2月20日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ３月号の企画編集について(満場一致) 

・決算見込み並びに予算骨子について(満場一致) 

・組合集団健康診断について(満場一致) 

１０人 



 

第１２回 

総務委員会 

31年3月27日 

12:00～13:00 

・卸組合ﾆｭｰｽ４月号の企画編集について(満場一致) 

・親睦ボウリング大会について(満場一致) 

・求人意見交流会について(満場一致) 

１０人 

 

【金融財務委員会】 

区 分 開催日時 議案の議決状況 出席者 

第１回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

30年4月16日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・担保評価額の変更について(満場一致) 

・平成 29年度収支見込･平成 30年度予算案について 

(満場一致) 

・第三ｾｸﾀｰ自己所有株式取得について(満場一致) 

４人 

第２回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

30年5月21日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・岡山市物流施設誘致促進奨励金について(報告) 

・流通ｾﾝﾀｰ周辺開発等について(報告) 

４人 

第３回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

30年6月18日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・委員会について(満場一致) 
４人 

第４回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

30年7月23日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・西日本豪雨災害について(報告) 

・ｻｰﾋﾞｽ産業調査研究ﾓﾃﾞﾙ事業について(報告) 

３人 

第５回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

30年8月20日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・流通ｾﾝﾀｰ内企業土地建物売却について(報告) 

・流通ｾﾝﾀｰ内造成地について(報告) 

２人 

第６回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

30年9月18日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・第三ｾｸﾀｰによる土地取得について(報告) 

・流通ｾﾝﾀｰ内造成地について(報告) 

３人 

第７回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

30年10月23日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・第三ｾｸﾀｰによる土地取得について(満場一致) 

・運営協議会負担金について(報告)  

４人 

第８回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

30年11月26日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・平成 31年会議日程について(満場一致) 

・事務局規定の見直しについて(満場一致) 

・国道２号渋滞緩和策の要望について(満場一致) 

３人 

第９回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

31年1月21日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・利用分量配当について(満場一致) 
３人 

第１０回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

31年2月18日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・決算見込み並びに予算骨子について(満場一致) 
３人 



 

第１１回 

金融財務委員会 

(正副理事長会) 

31年3月25日 

12:00～13:00 

・金融事業について(満場一致) 

・担保評価額の変更について(満場一致) 
３人 

 

【事業委員会】 

区 分 開催日時 議案の議決状況 出席者 

第１回 

事業委員会 

30年4月24日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・平成 29年度共同事業について(報告)  
１２人 

第２回 

事業委員会 

30年5月29日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・新入社員等ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修について(満場一致)  

・研修視察について(満場一致) 

１０人 

第３回 

事業委員会 

30年6月26日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・研修視察について(満場一致) 

・その他共同事業について(報告) 

１０人 

第４回 

事業委員会 

30年7月24日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・社員研修について(満場一致) 
８人 

第５回 

事業委員会 

30年8月28日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・その他共同事業について(報告) 
９人 

第６回 

事業委員会 

30年9月25日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・価格決定基準について(満場一致) 

・委員会親睦会について(満場一致) 

８人 

第７回 

事業委員会 

30年10月30日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・その他共同事業について(報告) 

・消費税軽減税率普及事業について(満場一致) 

１１人 

第８回 

事業委員会 

30年11月30日 

18:30～19:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・年末謝恩ｷｬﾝﾍﾟｰﾝについて(満場一致) 

・平成31年委員会日程について(満場一致) 

５人 

第９回 

事業委員会 

30年12月25日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・その他共同事業について(報告) 
８人 

第１０回 

事業委員会 

31年1月31日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・新入社員研修会について(満場一致) 

・平成 31年度研修事業について(満場一致) 

１１人 

第１１回 

事業委員会 

31年2月26日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・文化教室について(満場一致) 

・生産性向上支援訓練について(満場一致) 

１０人 

第１２回 

事業委員会 

31年3月26日 

12:00～13:00 

・共同給油事業について(満場一致) 

・新規会員加入促進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝについて(満場一致) 

・その他共同事業について(報告) 

９人 



 

４. 組合員数及び出資口数の増減 

（１口金額 10,000円） 

 前年度末 増 加 減 少 本年度末 

組合員数 ４３社     ４３社 

出資口数 ５,１４１口   ５，１４１口 

出資総額 ５,１４１万円   ５，１４１万円 

（参考） 

  準組合員 

 

     ４社 

 

 

 

  

 

      ４社 

                        

５. 役員に関する事項 

（１） 役員の氏名及び職制上の地位及び担当 

地 位 氏 名 担 当 

理 事 長 山 本   勉 金融財務委員長 

副理事長 藤 原 眞 人 金融財務委員会 事業委員会 

副理事長 櫛 田 修 平 金融財務委員会 事業委員会 

副理事長 木 村 容 治 金融財務委員会 総務委員会 

理    事 平 松 晃 弘 事業副委員長 

理    事 石 本 博 郁 総務副委員長 

理    事 髙 谷 昌 宏 総務副委員長 

理    事 岸 野 章 丈  

理    事     伊  丹  克  夫  事業委員長 

理    事 室  賀  康  史  事業副委員長 

理  事 中 野 克 彦  総務委員長 

理  事 高 原 丈 徳  総務副委員長  

理  事        岩 本 孝 弘  事務局長 

監  事 柴 田 洋 志   

監  事 中 壷 彰 夫   

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）兼務役員についての重要な事実 

地 位 氏 名 兼務役員の状況（会社名と役職） 

理 事 長 山 本   勉 岡山県総合流通ｾﾝﾀｰ㈱代表取締役 

副理事長 藤 原 眞 人 岡山県総合流通ｾﾝﾀｰ㈱取締役 

副理事長 櫛 田 修 平 岡山県総合流通ｾﾝﾀｰ㈱取締役 

副理事長 木 村 容 治 岡山県総合流通ｾﾝﾀｰ㈱取締役 

 

 

（３）辞任した役員の氏名 

地 位 氏 名 退任月日・退任事由 

 該当なし    

 

 

６. 職員の状況及び業務運営組織図 

（１）職員の状況 

 前期末 当期増加 当期減少 当期末 

人    数 ６人  ０人 ０人 ６人 

平均勤続年数 10.4年   11.4年 

 

（２）組織図 

 

（３）組合と協力関係にある組合員が構成する組織の概要 

組織の名称 組織の目的と活動（事業）概要 

㈱リュウツウ 損保代理業 

総  会 

理 事 会 

 

総務委員会 

 

副理事長 

 

理  事 

 

監  事  

事 務 局 

 

理 事 長 

事業委員会 

金融財務委員会 



 

 

７. 施設の設置状況（主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの

主要な施設の名称及び所在地等） 

施設の名称 施設の概要 所在地 

岡山流通会館 賃借 岡山市北区大内田７１４－１ 

 

８. 重要な子会社（子法人、関連会社）の状況（商号（名称）、代表者名、所在地、資本金

額、当該子会社に対する組合の議決権比率、主な事業内容） 

    該当ありません。 

 

９. 組合の運営組織の状況に関する重要な事項 

    特にありません。 

 

Ⅲ その他組合の状況に関する重要な事項 

    特にありません。 


