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北海道印刷工業組合札幌支部
平成28年度通常総会

［日時］平成28年４月22日金　［会場］TKPガーデンシティ札幌駅前

《開会の辞》
司会の矢吹副支部長が開会を宣言され、平成28年

度通常総会が開催されました。

《支部長挨拶》
＜岸支部長＞

みなさん、大変お忙しい

中お越しいただきましてあ

りがとうございます。平成

28年度の通常総会というこ

とで皆さんにご報告等々す

ることが多々ありますので

スムーズな進行に努めたい

と思います。よろしくお願

いします。

《定数報告》

組合員総数　　　42社

議決権総数　　　42社

出　席　数　　　42社（委任状16社）

有効議決権　　　42社

議決権に対して100 ％

印刷工業組合規約により有効出席者数が会員総数の

３分の２を超えておりますので本総会は成立いたしま

すことをご報告いたします。

《議長選出》
北陽ビジネスフォーム株式会社

岡部取締役 統括部長

第１号議案
平成27年度事業報告に関する件

＜岸支部長＞

それでは平成27年度の事業報告をさせて頂きま

す。

昨年度は、分区制度が廃止され支部が一本化に

なった初年度ということに伴い「支部例会」と称

し、セミナー形式で例会を開催いたしました。限ら

れた予算の中で、出来るだけ毎月開催しようと各委

員長が企画を練り、メーカー・ベンダー様にご協力

を賜り、執り行うことができました。この支部例会

では、皆様に有益な情報のご提供のみならず懇親会

も併設し、交流の場といたしました。また、プリン

ティング札幌を毎月発刊し皆様に知っていただきた

北海道印刷工業組合札幌支部の平成28年度通常総会が、４月22日㈮午後４時からTKPガーデンシティ札幌

駅前で開催されました。以下、議事内容を報告いたします。
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い情報をできるだけ多く掲載いたしました。時代の変

遷に伴い、より多くの情報がよりスピーディーにお伝

えできるよう、我々執行部一同で努力して参りまし

た。これからの取り組みが、微力ながら皆様の会社経

営の一助になれば幸いです。

《各委員会報告》
経営革新・マーケティング事業委員会

＜岸支部長＞

経営革新・マーケティング委員会では札幌支部５月

例会として５月28日に「これから求められるメディ

アと印刷会社」という内容のセミナーを開催いたしま

した。組合員、メーカー関連業合わせて70名の出席

でした。また後ほど事業計画案のほうでも説明させて

いただきますが、札幌支部の収益事業として私立幼稚

園を対象とした「くみたてーる」事業計画推進に努め

てまいりました。

環境・労務事業委員会

＜大和委員長＞

労務環境委員会では全印工連CSR認定制度のご紹介

と認定募集の案内をプリンティング札幌に掲載させて

いただきました。またストレスチェック制度の案内を

一度載せた後に同じくストレスチェック制度導入マ

ニュアルの紹介という記事も掲載させていただきまし

た。また労働安全衛生法の改正の案内もプリンティン

グ札幌に掲載いたしました。

組織・共済事業委員会

＜山委員長＞

組織・共済事業委員会です。主なものとしては、７

月４日に第14回親睦パークゴルフ大会、こちらのほ

うは27名の参加がありました。１月20日に第29回親

睦ボウリング大会、こちらは15名の参加をいただき

ました。また２月12日には札幌支部合同例会という

ことでメーカー・ベンダー様合わせまして60名の参

加をいただき活動をさせて頂きました。以上です。

教育・研修事業委員会

＜矢吹委員長＞

教育・研修委員会では、札幌支部８月例会として８

月18日に札幌エルプラザにて「MUDセミナー」を開

催しました。メーカー様のご協力もあり、34社90名

参加しました。また10月29日に札幌支部10月例会と

して富士フイルム札幌ビルにて「みえる化セミナー」

を開催しました。こちらは35社56名の参加でした。

９月の印刷の月事業として、昨年に引き続き「モエ

レサマーフェスティバル2015」へパンフレットを印

刷して配布させて頂きました。また毎年行っておりま

すペットボトルキャップの収集は、総重量26.25㎏、

11,288個寄付させていただきました。

青年部事業委員会

＜岡部委員長＞

青年部といたしましては、①第21回青年印刷人

フォーラムを開催いたしました。②全国青年印刷人協

議会北海道ブロック協議会を開催いたしました。こち

らは全青協の正副議長４名と組合員11名の計15名参

加いたしました。③PRINT NEXT2016に岡部、斉藤

委員、板倉委員の三名で参加いたしました。④第29

回全国青年印刷人協議会全国協議会に同じく岡部、斉

藤委員、板倉委員の３名で参加いたしました。以上で

す。

第２号議案
平成27年度収入支出決算報告に関する件

組織・共済事業委員会

＜山委員長＞

平成27年度収入支出決算報告に関する件、財産目

録のほう、資産の部、現金31,219円、預金4,503,442

円、内訳については記載の通りでございます。未収

金、52,200円、電話加入権130,784円、資産合計

4,717,645円。未収金のほうですが、各会社さんの締

め支払いの関係で52,200円のほうは今日現在では回

収済みでございます。負債の部、0円。差引正味財産

が4,717,645円。９ページ、貸借対照表。資産の部

は財産目録と同じになりますので割愛させていただ

きます。純資産の部、前期繰越金が5,037,756円、
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当期損失金が320,111円で合計が4,717,645円となっ

ております。また下記の定期預金の内訳ですけれど

も、こちらのほうは８ページ、№4197612、北洋銀

行東屯田支店の内訳になります。それでは10ページ

の損益計算書ですが11ページからの平成27年度予算

決算対比表と重複しますので対比表のほうで読み上

げさせて頂きたいと思います。決算額だけ読み上げ

させて頂きます。収入の部、賦課金収入、１賦課金

収入、10,123,600円、２入会金収入、65,000円。３

事業収入、2,463,000円、４事業外収入、40,847円。

５寄付金収入は0円。合計が12,692,447円となって

おります。それでは12ページ支出の部、１事業費、

2,634,859円、２負担金5,709,500円、３事業間接

費及び一般管理費、4,582,315円、４法人税・消費

税、85,884円。小計、13,012,558円、当期損失金が

320,111円。合計が13,692,447円、となります。収

入の部と支出の部の印刷の月のところですが、予算が

46万円で決算が84万円となっております。この件に

つきましては賦課金収入だけではなく、パンフレット

を作ったりというそういうものが含まれています。詳

細につきましては24ページの資料３のところに内訳

を記載させていただいておりますのでそちらのほうを

ご確認いただければと思います。

監査報告

＜林下監査役＞

それでは監査報告を申し上げます。平成28年４月

７日、支部長より提出されました平成27年度事業報

告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び決算書

の各事項の調査をいたしましたところその結果すべて

において正確かつ適正であることを認めます。

第３号議案
剰余金処分(案)に関する件

＜岸支部長＞

14ページに記載してありますとおり、先ほど山

副支部長からも報告がありましたが、次期繰越金を

4,717,645円とさせて頂きます。

第４号議案
平成28年度事業計画(案)に関する件

＜岸支部長＞

それでは平成28年度事業計画（案）についてご

報告させて頂きます。今年度も引き続き、組合員の

皆様に有益かつ実効性のある情報のご提供に努めて

まいります。今年度は、北海道情報・印刷産業展が

「HOPE」と名称を変え内容も機械点字のみならず、

数多くのセミナーを開催し皆様の会社経営や営業活

動、機械メンテナンスにお役立ちできるような学びの

場として提供する設えといたします。皆様の積極的な

ご参加をお待ちしております。また支部長の立場とし

て関係各機関へ組合の取り組みを広く知っていただく

活動を行います。ソリューションプロバイダーへの進

化など、我々の業界が組合として考えている現況やメ

ディア・ユニバーサルデザインやグリーンプリンティ

ング、CSR認証などの取り組みを行政など公的機関に

積極的にアプローチし、我々が業界団体として市政に

どう貢献しているかの理解を深め、交流を深める所存

です。引き続き皆様のご理解とご協力の程、どうぞよ
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ろしくお願いいたします。

経営革新・マーケティング事業委員会

＜岸支部長＞

経営革新・マーケティング委員会では経営イノベー

ションの支援、マーケティングセミナーの企画・立

案、収益事業の企画・立案を計画しております。

環境・労務事業委員会

＜大和委員長＞

環境労務委員会では引き続き全印工連のCSR認定募

集の案内をプリンティング札幌に掲載させていただき

たいと思います。またグリーンプリンティング認定制

度の改めてのご紹介と募集の案内をプリンティング札

幌の掲載させていただくのと皆様にご案内が届くか

と思うのですが、６月28日にエイト会館にてグリー

ンプリンティングの概要説明、更新審査等々の説明会

を開催いたしますので取り組みたい方は参加して頂け

ますようにお願いいたします。また環境法、労働法関

連の改正案内、環境系セミナーの開催も考えており

ます。これは支部のセミナーではないのですが、７月

13日にかでる２・７でリスクアセスメント実施に向

けた化学物質対策セミナーということで今年の６月１

日から労働安全衛生法が改正されまして、インク、溶

剤に使われています化学物質640種類のリスクアセス

メントが義務付けられますのでこちらの説明会が７月

13日にありますので参加の程よろしくお願いいたし

ます。

組織・共済事業委員会

＜山委員長＞

１、第15回パークゴルフ大会。こちらのほうは７

月９日ということで予定させていただいております。

２、こちらは平成29年の１月になりますけれども、

第30回親睦ボウリング大会、また２月には毎年恒例

ですけれども札幌支部合同例会ということで予定をさ

せて頂いております。その他予算決算に関する管理報

告をしております。

教育・研修事業委員会

＜矢吹委員長＞

１、経営情報の「見える化」による収益改善の啓

発。２、社員教育プログラムの研究。３、制度教育事

業の実施および改善・改革。①印刷営業講座・印刷営

業士認定試験の実施支援。②印刷生産技術講座・印刷

生産士認定試験の実施支援。③営業士、管理印刷営業

士フォーローアップ教育の推進。④オフセット印刷技

能検定の推進。４、全印工連特別ライセンスプログラ

ム事業の推進。５、DTP検定の実施・運営を予定し

ております。以上です。

青年部事業委員会

＜岡部委員長＞

青年部事業委員会の28年度の事業計画案ですが、

１番目に第22回青年印刷人フォーラム、２番目、全

国青年印刷人協議会北海道ブロック協議会の開催、３

番目に第30回全国青年印刷人協議会全国協議会への

参加を予定しております。
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第５号議案
平成28年度収入支出予算(案)に関する件

組織・共済事業委員会

＜山副支部長＞

第５号議案、平成は28年度収入支出予算（案）

でございます。収入の部　１、賦課金収入、予算

額のほうだけ読み上げさせて頂きます。予算額が

9,320,400円。２．入会金収入、予算額が70,000

円。３．事業収入、予算額が2,900,000円。４番事

業外収入0円。５番寄付金収入、0円。６番移転補償

費、1,760,000円。合計、14,050,400円。続きまし

て支出の部です。１事業費、2,320,000円。2番負担

金、5,489,000円。3番事業間接費及び一般管理費、

4,691,400円。4番、特別雑損失、0円。５番、法人

税・消費税、50,000円。６、移転諸費用、1,500,000

円。合計が14,050,400円でございます。この中でま

ず賦課金収入でございますが、28年度の予定という

ことで24ページの補足資料のほうに内訳が載ってお

りますのでご確認ください。また６の移転補償費とい

うことですけれども、今年度、新支部長よりお話があ

るかと思うのですが、エイト会館から移動しなければ

ならないということでこちらのほうで移転補償費を

176万円いただいて支出のほうで150万円を予定させ

ていただいております。残り26万円に関しては予備

費のところに入れさせていただいております。

第６号議案
任期満了による支部長選出に関する件

支部長推薦特別委員会

＜矢吹副支部長＞

第６号議案、任期満了による支部長選出に関する件

です。北海道印刷工業組合札幌支部規約、第４章第

11条に基づきまして、平成28年１月20日に支部長推

薦特別委員会を開催いたしました。協議の結果全員一

致で前期に引き続きですが、㈱正文舎代表取締役、岸

昌洋氏を推薦させて頂きたいと思います。宜しくお願

い致します。

第７号議案
任期満了による監査選出に関する件

＜岸支部長＞

監査役も任期満了するということで、引き続き林下

社長、プラスメディアの島津社長に監査をお願いした

いと考えておりますのでご審議の程よろしくお願いい

たします。

第８号議案
副支部長承認に関する件

＜岸支部長＞

副支部長承認に関する件です。㈱ホクラミ　矢吹社

長、㈱ヒロミ産業　大和社長、㈱パスカル・プリン

ティング　前田常務、大輝印刷㈱　西山社長の４名を

推薦いたしますのでご審議の程よろしくお願いいたし

ます。

第９号議案
任期満了による北海道印刷工業組合
理事推薦に関する件に関する件

＜岸支部長＞

それでは、第９号議案、北海道印刷工業組合理事・

監事の推薦をさせていただきます。理事にわたくし

岸、西山副支部長、矢吹副支部長。監事に島津社長を

推薦いたします。
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「くみたて～る」事業発足のお知らせ

経営革新・マーケティング委員会より
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平成28年度第一回経営者研修会のご案内
人事評価制度をもたなければブラック企業と呼ばれる時代が来る

平成 28 年度第 1 回経営者研修会が、7 月 8 日に開催されます。

人事評価制度は大企業のものと思われがちですが、中小・小規模企業においても人事評価制度を導入し

たことにより、大きく業績の向上が図られた事例が最近多くに見られるようになってきています。

どの会社にも、代わりのいない優秀な社員が全社員数の 1 割はいるといわれており、事業の根幹を担い、

現場を牽引する社員に辞められては、会社にとって大打撃になります。

なぜ優秀な社員が辞めてしまうのか？その解決のヒントに人事評価制度の運用があります。仕事の評価を

単なる査定で終わらせることなく、評価制度を正しく運用していくことが社員のモチベーションを上げ、定着率

を向上させます。

人事評価制度を正しく運用することが最強の人材育成・マネージメントツールの構築に繋がり、業績向上

へ導くための好循環を作り、企業の人材確保と業績アップを根底からサポートするのが、これからの人事評

価制度であります。

中小・小規模企業の人事評価制度の構築にいち早く取り組み、数多くの中小・小規模企業の人事評価制

度の構築・運用を手掛け、特に中小・小規模印刷会社 20 数社の人事評価制度の構築・運用の実績があ

る株式会社あしたのチーム様に中小・小規模印刷企業としての業績を向上させるための人事評価制度を解

説いただきます。

⒈　日　時：平成 28 年 7 月 8 日㈮　13：00 ～ 14：45

⒉　会　場：ガーデンシティ札幌駅前

（札幌市中央区北２条西２丁目19番地 TKP札幌ビル　電話 011-252-3165）

⒊　テーマ：「業績をゼッタイ向上させる『人事評価』」　～中小印刷企業のための人事評価制度～

⒋　講　師：株式会社あしたのチーム　取締役営業本部長　渡邉健太氏

⒌　受講料：無料

⒍　主な内容
　　① 人事関連の時代背景

　　② 中小企業になぜ目標と成果が必要なのか

　　③ 企業防衛策としての人事評価制度

　　④ 人事評価制度を運用する目的と効果

　　⑤ あしたの人事評価ときのうの人事評価

　　⑥ 人事評価による好循環

　　⑦ 限られた給与資源の適正な配分

　　⑧ 印刷業の導入事例

⒎　申込方法：受講申込書（必要事項をご記入の上、FAX 011-562-6072 へ）

受講申込書は、北海道印刷工業組合ホームページに掲載しています

⒏　申込期日：平成 28 年 6 月 25 日㈯
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組合独自の共催事業のひとつである、総合設備共済制度（せつび共済）をご存じでしょうか？

この制度は、印刷設備をはじめとする機械設備の事故による損害を補償する共済制度として平成

７年11月に発足しました。

平成27年３月現在の契約高は約947億円。オプションを選択すれば、風水害・地震災害による損

害のほか、コンピュータのプログラム・ソフトウエア・データ等の被害も補償されます。

＜お薦めポイント＞

★ 一般の機械保険と比較して、掛金は大幅に割安です。（約３分の１の水準です）

★ 偶然な事故が発生した場合でも、修理代が共済金として支払われるため、経営安定に役

立ちます。

★ 保守契約の見直しをすることで、経費の節減がはかれます。

★ 掛金は全額損金または必要経費となります。

加入されていない方は、是非ご検討ください！

総合設備共済制度（せつび共済）のご案内

組織・共済委員会より
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⒈ 法人税率の引き下げ
　法人税の税率（現行23.9％）が平成28年度から23.4％、平成30年度から23.2％に引き下げられる。

　併せて、法人事業税所得割の税率も引き下げられるため、法人実行税率は次のとおりとなる。

適用時期：平成28年４月１日以後に開始する事業年度から適用される。

⒉ 減価償却制度の見直し
　建物付属設備、構築物の償却方法について、定率法が廃止され、定額法に一本化される。

　また、鉱業用減価償却資産（建物、建物付属設備、構築物に限る）については、定額法または生産高比例法と

の選択制になる。

　なお、リース期間定額法、取替法等は存知される。

適用時期：平成28年４月１日以後に取得する建物付属設備、構築物、鉱業用の建物の償却について適用さ

れる。

⒊ 欠損金の繰越控除制度等の見直し
　平成27年度税制改正で見直された中小法人等を除いた法人の青色欠損金、災害損失金、連結欠損金の

繰越控除制度について、企業経営への影響を平準化する観点からさらなる見直しを実施し次のとおりとされ

る。

　また、欠損金の繰越控除の適用に係る帳簿書類の保存期間、欠損金額に係る更正の期間制限および更正

の請求期間を10年とする適用事業年度は、それぞれ平成30年４月１日以後に開始する事業年度とされる。

適用時期：平成28年４月１日以後に開始する事業年度から適用される。

平成28年度税制改正の概要
平成28年度税制改正の法人税関係の主な内容を紹介します。
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⒋ 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の創設
　地方公共団体への寄附について、約３割の負担が軽減される現行の損金措置に加え、①法人事業税で寄

附金額の10％（上限：税額の20％。ただし、平成29年度以降は15％）、②法人住民税で寄附金額の20％（同

20％）、③法人税（同５％）では、②で控除しきれなかった金額と寄附金額の10％のうち、いずれか少ない金額

が税額控除される。

　対象は、地方公共団体が行う地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業（国が認定）に対して法人が

行った寄附で、三大都市圏にある交付税不交付団体などへの寄附は対象外となる。

適用時期：改正地域再生法の施行日から平成32年３月31日までに支出した寄附に適用される。

⒌ 中小法人の交際費課税の特例の延長
　中小法人の交際費課税の特例（定額控除限度額800万円まで損金算入可）の適用期限が２年延長される。

　また、交際費等のうち、接待飲食費の50％までを損金算入できる措置（大法人も適用可）も適用期限が延長

される。

　中小法人の場合は、選択適用が可。

適用時期：いずれの措置も平成30年３月31日までに開始する各事業年度まで適用期限が延長される。

⒍ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し
　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、その適用期限が２年延長され

る。

　この制度は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得等した場合、減価償却資産の合計額300

万円を限度として、全額損金算入（即時償却）することができる。

適用時期：平成30年３月31日の取得等まで適用

期限が延長される。
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グリーンプリンティング認定制度説明会のご案内

第29回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会のご案内

一般社団法人日本印刷産業連合会（日印産連）と北海道印刷工業組合は共催で「グリーンプリン

ティング認定制度説明会」が、６月28日に開催されます。

環境問題に対する社会的要求が高まり、印刷産業も環境に配慮した製品作りが求められていること

から、平成13年に印刷産業界の業界自主基準「オフセット印刷サービスグリーン基準」を日印産連が

制定しました。

グリーンプリンティング認定制度（略称：GP認定制度）は、同基準を達成した工場・事業所を認定

し、環境経営に積極的な印刷関連企業とし推奨するとともに同基準に適合した印刷製品にグリーンプ

リンティングマーク（GPマーク）を表示することにより、環境に配慮した印刷製品の普及を図ってい

ます。

現在、全国で352工場・事業所が認定を受けており、国等の環境物品等の調達の推進に関する基本

方針にも同基準が盛り込まれています。

このグリーンプリンティング認定制度を理解いただくための説明会を下記により開催いたします。

⒈　日　時：平成 28 年 6 月 28 日㈫

　　第 1 部／ 13：00 ～ 14：15　GP 制度の概要説明会

　　第 2 部／ 14：30 ～ 17：00　更新申請を中心とした申請方法説明会

⒉　会　場：エイト会館（札幌市中央区南 8 条西 6 丁目 1036 番地　電話 011-562-6070）

⒊　講　師：GP 認定審査員　小野里憲氏　「GP 制度の概要説明会」

GP 認定審査員　須田治樹氏　「申請および更新説明会」

第29回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会が７月28日に開催されます。

このゴルフ大会は、印刷関連業界のさらなる協調・連帯・親睦の輪を広げるため開催されており、

今年で29回目となります。

開催要領は次のとおりです。

⒈　日　時：平成 28 年 7 月 28 日㈭　12：36 スタート

コース：滝のカントリークラブ東・西コース

⒉　会　場：5,000 円

⒊　プレイ費：8,500 円（ロッカーフィ含む）

⒋　申込先：各所属団体または北海道印刷関連業協議会（TEL 011-562-6070）
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編集後記
平成 28 年度札幌支部通常総会も無事終了し、

新執行部体制でスタートしました。今年度は岸支
部長２期目となり、昨年度同様に勉強会・講演会・
懇親会等を企画しております。みなさまふるってご
参加くださいませ！

札幌支部　事務局　五十嵐

▷ ㈱光文堂 北海道営業所　代表者：伊藤隆則
〒064-0805
札幌市中央区南5条西14丁目4番20号
ひふみビル
電話 011-551-8506　FAX 011-551-8508

▷ ㈱フカミヤ　代表者：沼崎晃輝
〒060-0042
札幌市中央区大通西8丁目2番地
電話 011-231-7147　FAX 011-271-4787

▷ モリサワ 札幌営業所　代表者：伊藤法夫
〒001-0010
札幌市北区北10条西2丁目6番地
サウスシティ
電話 011-700-0112　FAX 011-700-0113

▷ リコージャパン北海道支社　代表者：小野雅史
〒060-0807
札幌市北区北7条西2丁目8番1号
札幌北ビル
電話 011-700-5505　FAX 011-700-5532

■富士フイルムグローバルグラフィックシステ
ムズ株式会社北海道支店（札幌市中央区
大通西６丁目１番地　富士フイルム札幌
ビル）は、このたび、和気章浩支店長が退職
され、新しく支店長に竹中知久氏が就任し
ました。

新規加入賛助会員紹介 業界動向
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札幌市北区北7条西2-8-1 札幌北ビル
TEL： 011-700-5505　FAX： 011-700-5532

リコージャパン株式会社

ビジネスを変革する
この表現力
ホワイトやクリア印刷を可能に




