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備後家電事業協同組合

販売店と比較しました。手前味噌に

「街のでんきやさん」
、
組合組織化で事業継続を目指す！
理事長

碇

直樹

氏

なりますが、
「対応の早さ」
「守備範囲
の広さ」の点では、むしろ勝っている
と自信を持ちました。
取扱量の多い大手家電量販店は、
効率を優先せざるを得ません。ネッ
ト販売店に至っては販売のみで取り
付けや修理を行わない事業者もいま
す。しかし地元と共に歩む私たちは、
お客様から「エアコンが壊れた」と連
絡があれば、直ぐに駆けつけて修理
をするのは勿論、お年寄りの話し相
手になったり、重い荷物の移動を手
伝ったり、場合によっては水回りの
工事や、網戸の張り替えといった本
業ではない依頼にも対応します。こ
うした仕事は高い料金をいただくこ
とはできず、ほとんど利益が出ない
場合もあります。
「まちの電気屋さんから買うと割
高だ」との印象を持っている人が多

業界の変遷と組合設立の経緯
当組合は東芝系列の「まちの電気
屋さん」である東芝ストアー(以下ス
トアー)の内、備後都市圏の事業者で

を抱いた有志５人により提案力・技

いと思いますが、実際に商品を買わ

術力を高めるための勉強会を行う任

れて体験していただければ、親身な

意団体「東芝若手会」が結成され、こ

商品選びのお手伝い、取り付け工事

れが当組合の前身となりました。

の品質、故障時の対応の早さなどを

その後、東芝本体が地域のスト

総合的に見て、
「適正価格」であるこ

アーの競争力を強化するために、グ

とを理解していただけるものと考え

ストアーの店舗数は高度経済成長

ループ化の推奨を始めました。私た

ています。

期から順調に増え、
1980年代には全

ちは、グループのメリットを更に高

しかし自分たちの仕事内容を誇っ

国で12,000店になりました。ここを

めるために組合組織化の検討に入

ても、大手家電量販店やネット販売

ピークに、年々減少の一途を辿り、組

り、
「共同仕入れによる価格競争力」

店に市場を奪われつつある現状は変

2016年に設立しました。

合を設立した2016年には3,800店と

「共同販促による情報発信力」の強化

わりません。
私たちの足りないものを

ピーク時の三分の一程度に激減しま

が行えると考え、8人を追加した計

補い、競争できる体制を築く必要が

した。消費者動向の変化やバブル崩

13店で設立しました。

あります。
そのための協同組合です。

まちの電気屋さんの強み

組合組織化による弱点克服戦略

壊後に大手家電量販店の地方進出が
加速したことなどが主な要因です。
この傾向は、備後都市圏でも同様
でした。店舗数が激減する中、危機感
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販売店を比較して、負けていると思

と組合員、共に高齢化が進んでいま

うのは、仕入れ価格、宣伝力、そして

すが、地域全体の高齢化対策を考え

売れ筋商品、新商品の性能や設定・修

ているわけではありません。現在の

理に関する情報量です。この弱点を

お客様が「家電難民」になるのを防ぐ

克服するために組合を設立し、そし

ことが組合の役目だと考えていま

て成果を得ることが出来ました。

す。高齢者の方々は、使い慣れた家電
勉強会の風景

売れ筋商品を共同で仕入れること

の故障で、これまでの快適な生活を

で、価格を下げて目玉商品として販

が組合員の精神的な距離を近づけて

続けることが困難になってしまいま

売できることになりました。そうし

助け合う体制を作っているように考

す。その家庭にあった機能や値段を

た情報を載せた家電セールのチラシ

えています。重い家電を高い位置に

総合的に判断し、代替え品を届ける

を組合で纏めて作成することで、各

取り付ける案件などで、高齢の組合

のが「まちの電気屋さん」ですが、高

組合員の宣伝コストを削減すると共

員を若手の組合員が助けるケースな

齢化で廃業してしまうと、対応する

に、PRの強化が図られました。個店

どが見られるようになりました。

人がいなくなるのです。

では入りにくい情報や技術の習得も
組合事業として行っています。更に、
こうした組合事業を組合員が活発に

地域の同業者で組織する組合は、

家電難民化の歯止めに

こうした課題への対応が可能です。
廃業予定の組合員が出れば、その周

活用することで組合の資金力も徐々

組合設立により、自分たちの強み

辺に位置する他の組合員が予めカ

に充実し、新たな事業について検討

を再認識すると共に、弱点を克服し

バーする体制を作り、両組合員とお

する余裕も生まれています。

ています。次は、強みの一つである地

客様の３者間でのコミュニケーショ

域との密着度をより高めることを目

ンを深めた後、適切なタイミングで

指します。

引き継ぐことで、お客様の家電難民

いずれの事業も事業協同組合に
とっては一般的な事業であり目新し
いものではありませんが、組合員一

先ず、地域のお客様との交流の場

人一人が責任を持って事業を続ける

として、組合独自で「家電フェアー」

ことで、組合員の経営基盤を支える

を開催することを考えています。こ

みを通じて、地域のお客様の「安心で

重要な共同事業となっています。ま

れを定期的に開催することで、お客

快適な暮らし」を末永くサポートし

た副次的効果ですが、この事業推進

様だけでなく、組合員や、関係する東

ていきます。

芝社員との交流も図れると思うので

化が防止できます。
私たちの組合は、こういった取組

（取材：福山支所

児山宗生）

す。
次に高齢化への対応です。お客様

備後家電事業協同組合
〒720-0067
福山市西町3丁目18番2号
T E L：084-921-4824
FAX：084-921-5824
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集

RPAで実現する新しい業務改革
～組合員の「業務スピード」
が変わる！～

「人手不足に悩んでいる」、
「時間外労働を削減したいが、作業量が多くなかなか減らない」、
「いつも忙しくバタ
バタしているので、時間当たりの生産性を高めたい」
・・・等、組合員や、中小企業のこのような悩みに対する特効
薬として、
今、
注目を集めるのが、パソコン上でロボットに作業を代行させるITツール、RPAです。
広島県中央会では、組合員企業のこのような課題解決に向け、本年度RPA導入支援に取り組みます。
今回はまず、
RPA導入の効果や目的についてご紹介します。

RPAの導入は
「デジタル人材」
を迎え入れるということ
定型業務の削減に効果的なITツール「RPA（Robotic Process Automation）」の導入による業務効率化
が期待されています。
「この作業をロボットがやってくれたら」と感じる定型業務の処理にお困りの方のた
めの、いわば「デジタル人材」なのです。具体的には、次のような業務にRPAを導入することで高い効果を得
ることが出来ます。
■給与計算、勤怠管理をはじめとした定型業務で残業が発生している事業者
⇒この業務にRPAを導入し、1人当たり毎月30時間の残業削減！
時間に余裕が出来たことで社員のスキルアップに時間を割くことが出来、会社としての
サービスも向上した。

■手作業での経理伝票入力処理が、
年間4,800件程度発生している事業者
⇒入力をRPAで代行することで約９割の所用時間を削減！
担当者の負担を大幅に削減することが出来、
入力ミスもなくなった。

■受発注の大量データを月末に自社システムへ入力する事業者
⇒作業工程毎にRPAを導入し、
１人当たり毎月25時間の残業削減！
他
 の業務のフォローや月初めの業務の前倒しも可能になり、
業務効率が飛躍的に向上した。

RPAが導入される背景
①働き方改革への対応

働き方改革の一環としてRPAの導入も行われています。
働き方改革により、従来に比べて労働時間を削減しつつ、生産性の向上も求められるという状況の中、
人間が行っていた作業をRPAで代替することにより、業務を効率化し、また、残業の削減、有給の取得率向
上等にも貢献します。

②労働力人口の減少

少子化により人員の獲得が難しくなってきています。
この傾向はますます進んでいくことが予想されており、広島県内中小企業においての経営上の障害とし
て
「人材不足(質の不足)」
（55.3％）
がトップであり、
次いで
「労働力不足
（量の不足）
（
」40.2％）
「
、販売不振・
受注の減少」
（29.5％）
と続いています。
（広島県中央会 令和元年度労働事業実態調査より）

③導入のしやすさ

RPAの導入にはプログラミングの知識が必要ないことや、
AIやIoTと比べて活用がしやすく、
費用対効果
が分かりやすいため、
自動化の第一歩として導入が進んでいます。

RPA導入による最大のメリットは業務効率化による人材不足の解消
RPA導入により、
もたらされる最大の効果は、
業務効率化による人材不足の解消です。
主なメリットは以下の通りです。

①業務の効率化と、コア業務へのリソースの注力

RPAは24時間365日休みなく稼動できます。
単純作業で難易度の低いノンコア業務にRPAを導入し、そこに人手がいらなくなると、より重要な業務
3
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に人的リソースを割くことができます。業務幅を広げ、人にしか出来ないコア業務に注力していくこと
で、企業に利益をもたらし、企業の成長が期待できます。特に人手不足が深刻な中小企業においてはその
効果は計り知れません。

②コストの削減

日々の定型業務をRPAに置き換えることで、
それに伴う従来の担当者の人的コストや教育コストなどの
削減が見込まれます。
また、
RPAは24時間作業することができるので、
定型業務が多いほど導入効果が上が
り、
残業代や休日手当の発生が減少し、
結果的にコストの大幅削減につながります。

③ミスが少なくなる

RPAは決められたルールに基づいて作業を正確に行うので、
ミスが限りなく少なくなります。
人の手で行われる仕事には、
どうしても抜けや漏れなどのミスが発生しやすいものですが、
RPAの導入に
よって人為的なミスがなくなり、
業務を正確に遂行できるようになります。

RPA取り組み事例

◆導入事例１：客先納品書への必要事項を手書きする業務

（導 入 前） 人
 手で行うと1件あたり1時間もかかる客先納品書へ必要事項を手書する作業が、毎月50
件以上発生する上、特定の担当者しか対応できない属人的な
業務となっていた。担当者の負荷軽減のため、業務効率化と属
人化の解消が早急の課題であった。
（導 入 後） 元々手動で行っていた「納品書のダウンロード・印刷・基幹シ
ステムで自社注文番号を確認・納品書に転記」という作業を、
すべてRPAロボットによって実施するように変更し、担当者
の作業は最後に納品書を印刷して結果を確認するだけにした。
【導入効果】 毎月50時間かかっていた業務が、数分で終了するようになった。業務のスピードアップが
できたため顧客への対応が迅速に行えるようになり、また、作業の属人化が解消されたこ
とにより担当者の身心に対する負荷がかなり軽減した。

◆導入事例２：労働時間をモニタリングし、
残業の制限時間を超えないように事前調整する業務

（導 入 前） 残
 業時間削減のためのモニタリングを月中および月末に実施
する必要があったが、チェックが煩雑で人事部担当者の負荷が
高かった。また、要注意従業員のチェックを手動で行っていた
が、人事部担当者の時間には限りがあるため社員全員に目が行
き届いていないという課題もあった。
（導 入 後） 元
 々人事部担当者が目視と手動で行っていた「残業時間の
チェック・対象者リストアップ ・ メールによるリマインド」
を、
すべてRPAロボットによっ
て実施するように変更した。
【導入効果】 全社員を対象に労働時間のモニタリングをすることが可能となり、さらに、月200時間の
余剰時間を創出することができた。

広島県中央会主催の
「RPAセミナー」
を開催します！
広島県中央会では、RPAの導入を検討している方を対象に、セミナーを10月中にオンラインにて開催予
定です。その後、RPAツール導入希望の方を対象に、専門家等と導入計画策定（業務の棚卸、導入効果・コスト
分析等）について支援致します。セミナーの詳細につきましては、広島県中央会のホームページ、メルマガ等
で後日改めてお知らせします。
＜広島県中央会「プロセス改善チーム」の具体的アクション＞
セミナーの
告知

9月

セミナーの
開催

10月

RPA
導入希望者募集

事前調査・計画策定
（個別専門支援）

11月

試験運用後、
本運用開始

（本年度内の導入を目標）
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コロナ禍でがんばる組合・企業の
取組みを紹介します！
新型コロナウイルス感染症による影響が深刻さを増す中にあっても、苦境を乗り切るための工夫を凝らした取
組みが行われています。組合組織の強みを活かした事業、新たな企業連携、市場変化対応による新商品開発など、協
同・連携、
相互扶助に積極的に取組んでいる会員組合・企業をご紹介致します。
援プロジェクト｢＃輪になれ広島｣の趣旨に強く共感し、ロ

寄付・支援活動

ゴを組合員企業の車両に貼る活動も実施しており、今後も

～飲食店をはじめ、あらゆる企業への応援企画

この車両を増やしていく予定である。

第2弾～

「抗ウイルス加工フィルム」を無料配付

広島広告美術協同組合

同組合の青年部が主体
となり実施している新型

新事業・新商品開発への取組み
異業種連携で船舶関連企業が感染防止商品を

開発

コロナウイルス感染症の
影響を受けるあらゆる企

船舶艤装品を製造す

業を応援する企画（第1弾

る同社は、新型コロナ

は6月号へ掲載）の第2弾

ウイルス感染防止対策

として、抗ウイルス加工

のドアオープナーとボ

フィルムの無料配付を7

タンプッシュツールを

月中旬より開始した。

開発した。

コロナ禍での｢新しい

ドアオープナーは、

生活様式｣ における対応

ドアノブの開閉や電車

が求められる中で、これからの季節は新型コロナウイルス

のつり革につかまる

とともに食中毒の予防へも対策を講じる必要がある。そこ

時に、ボタンプッシュ

で不特定多数の人が触れる可能性が高いドアノブやスイッ

ツールは、エレベータ

チ、タッチパネルなどに、抗ウイルス加工を施したフィルム

のボタンを押す時の使

を貼ってもらおうと企画した。このフィルムは、抗ウイルス

用を想定する。両商品の素材はEPA(米国環境保護局)によ

機能に加え、食中毒の原因菌に対する抗菌機能もある。A4

り「人体に有害な致死性のある病原体を殺菌し、公衆衛生に

サイズの抗菌透明フィルム3枚と｢コロナ対策を徹底して

効果がある」との表示を許可された真鍮を使用した。また、

おります｣等が書かれた対策告知シールとをセットにして

真鍮は電気伝導性も高く、タッチパネルなどの操作にも対

希望者に無料配付する。同組合では、フィルムの有料での追

応できる。200個ずつを製造しており、自社ＨＰなどを通じ

加発注や、貼付作業依頼の相談も受け付けている。

て販売している。

また、当組合では、展示会やイベント等の中止が相次ぎ、
組合員企業も大きな影響を受ける中、コロナ禍での地域支

5
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今年２月、世界で新型コロナウイルスが猛威を振るう中、
この状況で「何かできないか」と考えを巡らせていた所、海
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外でドアオープナーの販売が好調であるが、厚さがあり、重
くて扱いづらいということを知った。

特別車両の製作には、広島トヨタ(株)の協力を得た。ま
ず、６人乗りミニバンの２列目を撤去。そこにビニール製の

そこで、同社の一般消費者向けものづくりブランド「島ノ

隔壁を設置し、運転手が乗る前席と患者等が乗る後部席の

技巧」の最初の商品として、若手社員たちと開発に取り組ん

空気の流れを遮断した。さらに、常時前席の気圧を高め、後

だ。技術的には極限まで薄く作ることも可能だったが、それ

部席から空気が流れ込まないようにするため、エアコンの

では使用時に折れ曲がる可能性もあり、使いやすさと強度

空調操作機能も改良している。

のバランスを考え最適な厚さ3mmを見出し、AIレーザー

今後は、福山市保健所等と連携し、同社の取り組みが有事

切断機を駆使して加工した。また、自社にノウハウがない

の際のセーフティーネットとなることで、地域の安全・安心

コンセプト設計・デザイン・販促といった部分は、広島市で

を支えていくこととしている。

Webマーケティングなどを手がける(株)スパイスと連携

自社の既存リソースを活かした新事業、

したことでクリアした。
社長付の楠原アドバイザーは、
「自社には消費者向け商品

「HIROSHIMAプチ留学」
を開始

つばめ交通株式会社

のニーズ収集や販路開拓のノウハウがなかったが、(株)ス
パイスとの連携で補完でき、異業種連携の大切さを痛感し

（広島エルピータクシー事業協同組合組合員）

た。メディア露出が増えたことで、若手社員にも良い影響が

タクシーやハイヤー

出ている。今後も異業種連携に積極的に取り組み、新商品開

事業を手がける同社

発を進めていきたい。」と語った。

が 、こ れ ま で 外 国 人 を
案 内 し て い た「 地 域 通

新型コロナ患者の移送を担い地域を守る

アサヒタクシー株式会社

（協同組合アサヒグループ組合員）

訳 案 内 士 」が 英 語 で 広
島を紹介する新事業
「HIROS HIMAプチ留

「地域社会への貢

学」を始めた。新型コロ

献 」を 基 本 理 念 の

ナウイルスの影響で外

筆頭に掲げている

国人観光客が減少する

同社は、
「 コロナ禍

中、同社ではこの「地域

において、市民の安

通訳案内士」の活用を図るための新事業に位置づけている。

全・安心のためにど

顧客の想定は、渡航規制により、予定していた海外留学を延

のような貢献がで

期または中止せざるを得なくなった学生や会社員などの利

きるのか」を考える

用を見込む。

中 で 、他 の 地 域 タ

参加者には、留学前の事前学習として活用していただき

クシー会社の中に

たいという思いを込め、広島観光を英語で案内しながら、留

は患者等の搬送を

学した時に役に立つ、日本の文化や伝統を勉強するツアー

行っている例があ

内容とし、募集する「宮島観光」、
「広島市内観光」、
「浴衣や茶

るという情報を入

道などの和文化ふれあい」の3つのコースをそれぞれ6時間

手。第２波も高確率で想定され、移送要請があればタクシー

かけてジャンボタクシーで案内する。

会社として自社でも対応する必要があると判断し、新型コ

「地域通訳案内士」
は外国人が知りたい広島の情報をプロ

ロナウイルス感染症患者等の移送の安全対策を徹底した特

として知り尽くしており、
参加者は観光案内の実体験を通じ

別車両を導入した。この特別車両は、病院間の患者の移送や

て留学の際のコミュニケーションが予め勉強できるものと

PCR検査を受ける人達のほか、感染に不安のある１人暮ら

なっている。
この事業で、
現在、
観光客が減少して困っている

しのお年寄りの利用も想定している。

県内各地の観光地の支援にも繋げていきたいとしている。

広島県中小企業団体中央会
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先進的な顔認証機能に、検温・マスク検知機能

マスクを着用したままでも認識可能となっている。同時に

をプラスした新商品を販売

直接人に触れず検温できるため、コロナウイルスの二次感

ユニオンフォレスト株式会社

染も防止できる。

（呉管工事協同組合組合員）

サイズは縦24.7㎝、横12.7㎝とコンパクトで、壁掛けや

新型コロナウイルスと

ゲート連動設置も可能でありながらも、顔のデータベース

向き合う｢新たな生活様

登録3万人・15万件レコードと保存データベースの容量は

式｣の中で、いかにスムー

大きなものとなっている。

ズに検温作業やマスク

豊富なインターフェース及びシステム連携機能により、

装着の確認等を行うかが

防犯や労務管理など、幅広いシーンでの利用も想定してい

求められる中、同社は、セ

る。さらに電子錠などと連動することにより、顔の未登録者

キュリティ事業のノウハ

や発熱がある人の入室を制限することもできる。

ウを活かした新商品とし

レンタル専用で月額1万円台から提供しており、設置工

て、検温やマスク着用の

事費等の初期費用は無料。同社では、オフィス・工場、病院、

検知機能付きの顔認証機

飲食店、商業施設など、様々なシーンにおいて、安心して働

器｢スキャンカメラ熱顔くん｣の販売を始めた。AIエンジン

ける環境づくりに役立てて欲しいとしている。

がマスクの有無・着用状態を確認。99％以上の顔認識率で

広 島 県 知事表彰
7月22日、東友会協同組合理事長の川田

淳雄氏が、中小企業振興功

労者として今年度の県知事表彰を受けられました。
おめでとうございます。

川田

淳雄

氏

東友会協同組合
理事長
表彰状を受け取る川田氏
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「家賃支援給付金」
に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症を契機とした５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者
の事業継続を下支えするため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して
「家賃支援給付金」が支給されることとなり、7月14日より申請受付を開始しています。

１．給付対象者

テナント事業者のうち、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業者等であって、
5～12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか１カ月の売上高が前年同月比で50％以上減少
②連続する３ヶ月の売上高が前年同期比で30％以上減少

２．給付額・給付率

申請時の直近の支払賃料（月額）に基づいて算出される給付額（月額）を基に、６カ月分の給付額に相当する額
について、
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を一括支給。

３．申請のサポートについて

家賃支援給付金については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のた
めに、
「申請サポート会場」
を開設しています。
会場の一覧は、以下よりご確認ください。
（7/23現在広島県内では11カ所開設）

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/support_list.pdf

「申請サポート会場」
は、
事前の来訪予約が必要となっており、
以下より予約を行うことができます。

https://yachin-shien.go.jp/support/index.html

なお、
インターネットを利用したご予約が難しい方向けに電話予約も受け付けています。

「家賃支援給付金申請サポート会場電話予約窓口」
0120-150-413（受付時間：9時～18時（土日・祝日を含む））

４．申請受付について

7月14日より、以下の｢家賃支援給付金ポータルサイト｣にて申請受付を開始しており、申請の期限は2021
年1月15日までとなっています。電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請
の受付が完了したもののみが対象となります。

【家賃支援給付金ポータルサイト】
https://yachin-shien.go.jp/index.html
【申請に関する資料のダウンロード】

申請要領や給付規定、その他申請に必要な書類は、以下よりダウンロードすることができます。

https://yachin-shien.go.jp/downloads/index.html

「よくあるご質問」を以下にまとめておりますので、こちらもご参照ください。

https://yachin-shien.go.jp/faq/index.html

【お問合せ先】
家賃支援給付金コールセンター
TEL：0120ｰ653ｰ930（8時30分～19時00分（土日・祝日含む））

広島県中小企業団体中央会
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6月
業

動向項目

種

増加･上昇･好転

情 報 連 絡 員 報 告 から

前 月 比
売上高

業界の景況

前 年 同 月 比
売上高

業界の景況

業

食 料 品

卸 売 業

繊維･同製品

小 売 業

木材・木製品
印

前 月 比

動向項目

種

売上高

減少･下落･悪化

変らず

前 年 同 月 比

業界の景況

売上高

業界の景況

商 店 街
サービス業

刷

（自動車整備・広告・警備・情報サービス）

化学・ゴム

建 設 業

窯業・土石製品

運 輸 業

（工事業）

そ の 他

鉄鋼・金属製品

（不動産業）

一般機器

景況DI値の推移 （前年同月比）

電気機器
輸送用機器

DI値(％)
0.0

（自動車・造船）

そ の 他

（家具・装備品）

広島
全国

-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0

（注）
DIとは、ディフュージョン・インデックス
（Diﬀusion Index）
の略で、
「増加」
・
「好転」
したとする企業割合から、
「 減少」
・
「悪化」
したとする
企業割合を差し引いた値です。

-60.0
-70.0
R1.7
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R2.1
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情報連絡員からのコメント紹介
※本調査は７月の見通しについても調査をしている関係上、特に新型

成金を利用して従業員を休業させて減産を進めていくことを一部国産

コロナウイルスの世界的感染拡大に対する７月以降のコメントも掲載

材製材工場では計画している。

しています。

第2波の発生如何によっては長引く見通しもあり、不透明感が漂っ
ている。さらに、大雨の影響により国産材の産地である九州地方が打撃
を受けており、原木供給は全体的にタイトとなる可能性が高い。今後
は、県内の原木価格にも影響が出てくる可能性がある。

食料品
●製造小売店が先月に比べると持ち直してきた。量販店向けは例年並
みに戻ってきた。好況と呼ぶにはまだ勢いが足りない。
新型コロナウイルスの影響がどこまで続くのか、また、第2波の影響
も気になる。
●6月の出荷量は前月比21.5%増加、前年同月比17.9%減少となり、売

・令 和2年5月の全国の住宅着工戸数は63,682戸で前年同月比
12.3%減少
・季節調整済年率換算値では807千戸(前月比1.3%増加)
・利用関係別では、持家は19,696戸で前年同月比20.7%減少、貸家
は24,040戸で前年同月比8.1%減少

上高も前月比25.0%増加、前年同月比16.2%減少となった。

・分譲住宅は19,602戸で前年同月比7.6%減少

木材・木製品

・木造住宅着工は35,632戸で前年同月比15.6%減少

●今月は、先月より景況感は好転してきたが、先行き不透明感は続いて

・住宅着工動向は前年同月比11ヶ月連続で減少し、持家は5月とし

いる。

ては1960年以来60年ぶりの2万戸割れで今後の動向をしっかり

●原木価格の低下もあり、市場における杉桧の原木出材は低調。このよ

注視していく必要がある。

うな状況の中、桧の土台取りや柱取りサイズについては、一部価格での
反発が見られるようになった。
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●＜全国＞

●＜広島＞
広島県内の5月の着工戸数は1,329戸で前年比5.0%増加、内訳と

新型コロナウイルスによる木材業界への本格的な影響は2～3ヶ月

しては、持家は343戸で前年比24.1%減少、貸家は536戸で前年比

遅れて出てくることから、9月頃までは継続すると見られ、雇用調整助

37.1%増加、分譲は450戸で前年比8.7%増加と県全体の住宅着工動

広島県中小企業団体中央会

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

向は4月の大幅減（前月比44.2%減少）から再び増加となった。
コロナ禍での外出自粛が解除され、訪問営業が再開され従来の日常
生活を取り戻しつつあるものの、新築営業の空白期間の影響が7月以

続の前年割れ。
マツダ車は同23.8%減少と3ヶ月連続の前年割れ
・アメリカの5月の全需は1,117千台で前年同月比29.8%減少と3ヶ

降に深刻化することが予想され、プレカット工場にも加工の順延や受

月連続の前年割れ。マツダ車も同1.0%減少と3ヶ月連続の前年割

注減少、需要後退の声が聞こえるなど先行きの需要見通しに不安感が

れ

強まっており、輸出関連の物流梱包の需要停滞も続くなど様々な不安
要素を訴える声も多く、今後の動向をしっかり注視していく必要があ
る。

・欧州の5月の全需は712千台で、前年同月比55.6%減少と5ヶ月連
続の前年割れ。マツダ車も同60.3%減少と5ヶ月連続の前年割れ
・中国の5月の全需は2,136千台で、前年同月比11.6%増加。マツダ

印刷（出版・印刷・同関連）
●アフターコロナ時代にあう新しい何かを手探りで創りながら前へ進
んでいくのみである。いまだ厳しい状況は変わらないが、社員のモチ
ベーションが下がらないよう気を配っている。新型コロナウイルスと
の戦いは長期戦になることを覚悟し知恵を皆で出し合っていきたい。
化学・ゴム（工業用ゴム製品）
●全国で緊急事態宣言が解除され、人の移動も増加し始めたが、仕事量

車も同31.6%増加と2ヶ月振りの前年超え
・上記各地域の状況下、マツダ車の5月の海外販売合計台数は78千
台、前年同月比26.5%減少で5ヶ月連続の前年割れ
・マツダの5月の輸出動向については、輸出台数は前年比86.4%減少
と8ヶ月連続の前年割れ
・マツダの5月の国内生産台数は、前年同月比83.6%減少と8ヶ月連
続の前年割れ

は5月とほとんど変化なくコロナ前の5割ほどの操業度となっている。

輸送用機器（輸送用機械器具（造船））

7月には7、8割まで戻ることを見込んでいるが、その後も8割程度の操

●中小造船業については、前月と大きな変化はない。

業で継続することが予想される。

●2,500総トン以上の県内における令和2年5月の船舶建造許可実績

原油価格も乱高下しており、原材料価格も不透明、為替も不安定であ
り、厳しい状態である。
化学・ゴム（プラスチック製品製造業）

は3隻191,800総トンであった。(前月4隻105,940総トン、前年同月6
隻411,050総トン)
なお、この3隻は輸出船で貨物船2隻、油槽船1隻であった。

●新型コロナウイルスの影響で業界全体が売上、設備操業度ともに大

その他（家具・装備品）

幅に悪化している。自動車関連は、7月からは回復の兆しがある。各社、

●新型コロナウイルスの影響で売上、収益は減少し、景況感は悪化して

資金繰りへの影響が懸念される。先行き見通しが立たないことが問題

いる。

である。
窯業・土石製品
●出荷状況
R2年

6月2,923㎥（前年比3.88%減少）

R2年

5月2,882㎥

●5月を底に売上が改善している企業も出てきている。資金繰り面で

R1年

6月3,041㎥

は、銀行からの借り入れが行われ、当面の資金繰りが好転している企業

卸売業（総合）

鉄鋼・金属製品（鉄鋼業）

も出てきている。新型コロナウイルスの影響がどこまで出るのかわか

●雇用調整助成金の利用や相談が増えてきている。

らず、先行きは不透明である。

当連合会は、東は海、西は山に囲まれているため、大雨が降ると土砂
が流出する場所がある。このたびの大雨でも土砂が県道を横断し、団地
内の市道にまで流れていた。県、市へ対応を依頼した。2年前の大規模
土砂災害も経験しているため、対策をとり続けてほしい。
一般機器（一般機械器具）
●新型コロナウイルスの長期化に伴う国内外の景気減速の影響によ
り、前年に比べ設備操業度、収益状況は前年比、前月比とも悪化してお
り、今月の売上は、前月比33%減少、前年同月比は55%減少となった。
厳しい受注状況を反映している。

「雑貨」においては、生活用品関連取り扱い事業者は改善、観光関連等
は厳しい状況が続いている。
「資材」においては、販売先の設備投資抑制等から受注が前年比減少
と落ち込んでいる。引き続き見通しは厳しい。
「食品」においては、スーパー向けの日配品、生鮮品は前年並み。土産
品向けは引き続き厳しい。販売先による濃淡あり。
「繊維」においては、小規模な催事の開催や商談が再開されるなど改
善の兆しあり。
各業界ともに改善の兆しはあるものの、前年同期と比べると厳しい

●今月の売上は、前月比増加となったが、依然として先行きは不透明で

状況にある。新たな借入で資金繰りを確保しており、年度後半に前年同

ある。

期並みに改善出来ないと厳しい状況に再度陥る懸念はある。

電気機器（電気機械器具）

●新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、前年比売上、収益、景況

●先月同様、新型コロナウイルスの影響で、国内外ともに受注が減少し

感ともに悪化している。

ており、前月比5%減少、前年同月比18%減少となった。先行き不透明

卸売業（食料）

感が強い。今後の資金繰り悪化に対し、公的、民間金融に係る相談支援

●新型コロナウイルスの影響はあるが、やや回復基調である。

を期待している。

卸売業（電設資材）

輸送用機器（輸送用機械器具（自動車））

●コロナ禍の影響で、住宅関連商材の取扱は減少している。また、4月

●組合員の業況は、ビジネス依存度の高い主要顧客（マツダ）の業況(生

度の住宅、非住宅着工の減少から今後の見通しは厳しいことが予想さ

産台数)に比例している。

れる。

・6月の国内自動車販売台数は全需が347千台、前年同月比22.9%減

卸売業（家具）

少と9ヶ月連続の前年割れ。登録車は前年同月比26.0%減少と9ヶ

●今月の売上は、キャッシュレス・ポイント還元事業の駆け込み需要と

月連続の前年割れ、軽自動車も前年同月比で17.3%減少と9ヶ月連

給付金の影響により、前月比増加となった。7月第1週は前年並みに低

広島県中小企業団体中央会
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下した。

サービス業（広告業）

卸売業（畳・敷物）

●新型コロナ感染拡大の影響により売上は前月比減少となった。また、

●びんご畳表の相場は、横ばいで推移、販売・取り扱いは新型コロナウ

休業要請は解除されたものの、第2波、第3波に備え、受注案件や大型案

イルス感染拡大防止の観点から本格的に訪問営業が出来ないことから

件が中止や延期等となり、組合員に大きな影響が出ている。

受注は減少している。
一方、九州(熊本・福岡)での相場は弱含みで推移、6月末より刈り取り
時期であり、天気と相談しながらの刈り取り体制に入っている。今年

サービス業（警備業）

度、株張は良好のようである。

●新型コロナウイルスの影響が今後も続くと思われる。

中国産畳表は、い草の刈り取りも早い場所では既に始まっている。草

建設業（工事業）

の進伸は順調で、期待出来る。畳表となるには、8月～9月頃であると見

●今月の売上は、前月比減少となった。人手不足、先行き不透明感は続

ている。備後地方のい草の刈り取りは7月上旬、九州は6月中旬から7月

いている。

上旬の予定である。いずれも生育は順調である。

●カーテン、敷物、壁装クロスの3品目合計について、6月度は前月比

小売業（各種商品小売業）

5.2%減少、前年同月比26.0%減少、累計前年比3.9%増加となった。例

●4月、5月の買い控えが6月へと後ろ倒しになり、売上が前年比増加と

年2,3月は売上が増加し、4,5月はやや減少し、6月は少し持ち直す傾向

なった店舗が3割程度あった。全体としては前年比8～9割まで客数は

にあるが、今年は4月から横ばい状態が続いている。

戻ってきている。

建築物件が少ない状況は昨年より予想されたが、さらに新型コロナ

●今月の卸売市場水産部の6月の取扱高は前年比50%～60%まで回

ウイルスの影響により店舗関係の内装工事の延期や着工見合わせなど

復、青果部は飲食関連の落ち込みを小売がカバーし、前年比増加となっ

を中心に業務を受注している事業者は、苦戦しはじめている。

た。
非常事態宣言解除に伴い、飲食店の営業再開が進み、納入業者の売上
も回復基調ではあるが、3密対策による制約があり以前の売上水準に
はほど遠い状況である。
小売店も3密対策の意識が消費者に定着しつつあるため、来店客数
が減少傾向にある店舗が多いようである。
接触を避ける新しい行動様式から、キャッシュレスが増えてきた。換
金期間による滞留から資金繰りに影響が出ている。ポイント還元が終
了する6月以降、キャッシュレス決済手数料の実質増加により収益悪

●今月の工事受付件数は、前月比4.4%増加、前年比3.8%減少となっ
た。新型コロナウイルスの影響か否か来月以降も注視していく。
現状では未だ新型コロナウイルスの影響を受ける前に受注した工事
があるが、今の状況が続くと9月頃の受注予定はない。秋口から厳しく
なるのではないかという声もある。
運輸業（道路貨物運送業）
●6月の売上高は、輸送品目により違いはあるが、前月比、前年同月比
ともに減少し、収益状況も最悪の状況となった。
緊急事態宣言は解除されたが、国内の移動車、機械、鉄鋼、化学等全て

化が懸念される。

の業種においてコロナ前の水準には戻っていない。海外からの輸出・輸

小売業（家庭用電気機械器具小売）

入についても貨物量が減少したままであり、国内で流通する貨物がな

●今月の販売実績は前年同月比14.9%減少となった。商品別では、薄

いといっても過言ではない。緊急事態宣言中は軽油価格も下がってい

型テレビ前年同月比16.8%増加、冷蔵庫同11.2%減少、洗濯機同4.0%

たが、解除と同時に上がり始め、現在では緊急事態宣言前の価格に戻っ

減少、IHクッキングヒーター同1.4%増加、電気温水器同5.5%減少、エ

ており、収益をさらに悪化させる要因となっている。

アコン同13.0%減少となった。

●緊急事態宣言解除後、物流量は徐々に増加し始めた。6月の自動車関

薄型テレビは50型以上の大画面が好調だが、他のAV商品は軒並み

連は50%程度の稼働率で、回復は9月以降になる予想である。完全復活

前年比50%前後の状況である。白物商品は、新型コロナウイルスの影

を望んでいる。学校の再開とともに菓子関連輸送は4月、5月は減少し

響で外出を控えていたため、一部調理家電は前年比増加となったが、冷

ている。

蔵庫、洗濯機、エアコンは前年割れとなった。

●今月は、先月に比べやや持ち直した感はあるが、飲食関連の受注は全

小売業（その他の小売業（燃料））

くなかった。新規取引先の開拓はまだまだ出来ていない状況である。

●売上数量は、前年同月比10%減少と予想される。数量的には前月に

運輸業（水運業）

比べ若干改善が見られる。

●船員の高年齢化が進んでいると同時に若年船員が育っていないた

商店街（各種商品小売業）

め、船員不足である。

●緊急事態宣言解除後も売上は前年には遠く及ばない。

運賃、用船料の改善が見られない

●政府の緊急事態宣言の解除がなされ、徐々に客足は戻ってきつつあ

その他（不動産業）

る。しかし、全体としてはいまだ売上の増加や景気回復の実感はない。

●先月、固定資産標準宅地評価作業と路線価作業報酬の入金があり、当

事業者に関しては、持続化給付金、休業補償や緊急支援融資などの新た

月はその分売上高、収益状況は悪化しているが、資金繰りは不変であ

な支援策が県・市から出されているものの、手続きに時間を要している

る。前年同月比資金繰りは好調で、その他は不変である。

ように感じる。
当地区では夏の土曜夜市や9月の花火大会が中止となり当組合では
それに変わる夏のイベントを青年部が中心となって検討中である。
サービス業（自動車整備業）
●車検台数は、前月比31.6%増加、前年比4.5%減少
車検場収入は、前月比31.3%増加、前年比5.2%減少
重量税・登録印紙の売上は、前月比6.2%増加、前年比4.3%減少
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若干稼働してきているが、今後も各種イベントの中止、広告宣伝の自
粛など、まだまだ見通しが立たない状況である。

広島県中小企業団体中央会

6，7月は、広島県の地価調査基準地の評価作業、固定資産税標準宅地
評価の時点修正作業等があり、一般鑑定における新型コロナウイルス
の影響は依然不透明である

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

火災共済
火災

落雷

労災費用
共済

新登場

従業員と事業所の

災害はいつ起こるか分からない・
・
・

備えは万全ですか？

「安心・安全」
のために
誕生した共済制度です。

〈事業所の様々なリスクを複合的にサポート〉
従業員の業務中のケガをしっかり補償

水災

台風

広島県共済の 総合火災共済 は
万一の災害から、大切な事業所・
お住まいを守ります！
！

事業所の費用損失を補てん

法定外給付費用
補償

事業者費用
補償

労災訴訟による事業所の損害賠償を補償

労働問題にしっかり対応

使用者賠償責任
補償

労働紛争
弁護士費用補償

広島県中小企業団体中央会
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令和元年度

組

中小企業組合検定試験問題

合

会

計

「中小企業組合士」の認定に必要となる、
「中小企業組合検定試験」は、
「組合会計」、
「組合制度」、
「組合運営」の3
科目について試験が行われます。今月号では、令和元年度に行われた3科目の試験問題のうち、
「組合会計」の試
験問題を紹介します。

【第１問】
（設問１）

中小企業等協同組合会計基準の事業報告書及び決算関係書類、監査制度に関する次の文章にある
ホ

イ

～

について、語群Ａ～Ｏの中から最も適切なものを選び、その記号を解答用紙の解答欄に記入しなさい。

１．
（財産目録）

決算関係書類に含まれる財産目録に付すべき価額は、
録の脚注に
ロ
２．
（損益計算書）


イ

基準による貸借対照表の価額を移記するが、
財産目

による組合正味財産の価額を表示することとされている。

損益計算書は、
１事業年度の損益をその
とするものである。

ハ

別に収益と費用を対応して示し、
組合の経営成績を表示しよう

３．
（監事）

監事は、理事の業務決定や代表理事の業務執行について特有の役割を果たすことができる。その役割の重要性を考え
るならば、監事の人的基準として、一般に、監事として適当な専門能力や実務経験を有していること、当該組合に対して
がないこと、監査を行うに当たっては常に
ホ
ニ
は専門家として正当な注意をもってこれを行うことが、求められる。
〔語

の態度を保持すべきこと、監査の実施について

群〕

Ａ．金額

Ｂ．公正価値

Ｃ．公正不偏

Ｄ．債務関係

Ｅ．時価

Ｆ．取得原価

Ｇ．セグメント

Ｈ．帳簿価額

Ｉ．特別な感情

Ｊ．特別な利害関係

Ｋ．独立性

Ｌ．発生源泉

Ｍ．批判的精神

Ｎ．部門

Ｏ．平常心

（設問２）

中小企業等協同組合会計基準に示されている
「保守主義の原則」
について、
解答用紙の解答欄に200字以内で記述しなさい。

【第２問】
（設問１）

減価償却に関する以下の文章中の

に適切な用語を下記の語群「あ～さ」の中から選び、その記号を解答用紙

の解答欄に記入しなさい。
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①

 備等の減価のうち、市場において新商品の発売等があり、既存設備の陳腐化に起因するものを
設
という。

②


とは、取得原価から残存価額を控除して算出される要償却額を、耐用年数で除して求める方法であり、耐
用年数間に均等額の減価償却費が算定される。

③

級数法や

広島県中小企業団体中央会

的減価

は、減価償却費を耐用年数間に偏りをもたせて配分する方法で、取得してから年数が経過する

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

につれて減価償却費が減ってゆくことから、逓減的償却法とも呼ばれる。
④


は、固定資産の利用の度合いに応じて減価償却費が計算される方法であり、総走行距離や総飛行距離が事
前に想定される車両運搬具や航空機などに用いられることが多い。

⑤

間接法による減価償却の記帳において用いられる減価償却累計額は、貸借対照表の資産の部に控除形式で掲記される
ため、資産の

勘定の性質があるといわれている。
〔語

群〕

あ．物理

い．機能

う．科学

え．生産高比例法

お．定率法

か．定額法

き．個別法

く．先入先出法

け．評価

こ．経過

さ．費用配分

（設問２）

次の取引についての仕訳を解答用紙の解答欄に記入しなさい。勘定科目は下記の勘定科目欄から選択して使用すること。

なお、消費税等は税抜経理を採用している。
１ ．仕入先甲に対する買掛代金1,000,000円のうち、550,000円は組合振り出しの約束手形で支払い、残金は普通預金
から支払った。
２ ．令和元年６月10日に組合員Ａから教育情報賦課金54,000円（うち消費税等4,000円）が普通預金に入金された。な
お、当組合は教育情報賦課金に対する消費税等は課税取引とする旨、通知している。
３ ．職員乙が退職したので、退職規程に基づき、1,200,000円を現金で支給した。
４ ．Ｂ商品の商品有高帳における期末在庫数は1,500個、最終仕入単価は500円である。決算にあたり、Ｂ商品の期末棚
卸高を計上しなさい（商品の評価方法は最終仕入原価法による。）。
５ ．令和元年10月１日に事業の用に供した車両１台取得価額1,500,000円につき、期末における減価償却費を定率法
（償却率0.333）により計上しなさい。
なお、償却費は月割りで計算すること。事業年度は４月１日から３月31日である。
〔勘定科目欄〕
・普通預金

・職員退職金

・減価償却累計額

・買掛金

・繰越商品

・支払手形

・教育情報賦課金

・現金

・仮受消費税等

・仕入

・減価償却費

【第３問】
（設問１）

次の文章は、組合に関する税法の取扱いを述べたものである。文中の
イ
～
Ｉ」の中から最も適切なものを選び、その記号を解答用紙の解答欄に記入しなさい。

ニ

について、語群「Ａ～

税は、
都市環境整備の財源確保のために設けられたものであるが、
一定の大都市が対象となり、
事務所・事業
１．
 イ
所の既設事業所等が免税点を超える場合に課税される。１市に２以上の事業所がある場合は合算して免税点を判断
するが、企業組合及び協業組合のうち一定要件に合致するものは各事業所ごとに判断される。また、協同組合等がそ
の本来の事業の用に供する施設については、
特例により資産割、
従業者割ともに1/2となる軽減措置がとられている。
２．
令和元年10月１日より消費税の税率が7.8％（地方消費税を加えると10％）へ引上げになるとともに、
導入される。

ロ

が

３ ．協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得
の金額の計算上、損金の額に算入する。
「その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱った物の数量、

価額その他その協同組合等の
ハ

に応じて分配する金額」

４ ．協同組合等は、年800万超の所得については、普通法人と比べて

ニ

法人税率が適用されている。

広島県中小企業団体中央会
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〔語

群〕

Ａ．事業を利用した分量

Ｂ．法人

Ｃ．事業所

Ｄ．出資金額

Ｅ．事業承継税制

Ｆ．軽減税率制度

Ｇ．事業

Ｈ．高い

Ｉ．低い

（設問２）

下記事項により、Ａ事業協同組合の法人税等の税務申告に関し、解答用紙の各欄に指定された事項を計算し、記入しなさ

い。なお、Ａ事業協同組合は設立以来青色申告を行っている。ただし、この問題では、地方法人税は考慮しないものとする。
１ ．当期は、自平成31年４月１日至令和２年３月31日の事業年度とする。
２．損益計算書の税引前当期純利益金額は、2,100,000円である。
３．税務調整事項は以下のとおりである。
（１）当期の租税公課で処理されている預金利子に係る所得税額は102,100円（復興特別所得税を含む）であり、同金
額は全額法人税額から控除するものとする。
（２）受取配当金等の益金不算入額は202,100円である。
４．法人税の税率は15％とする。
５．道府県民税法人税割の税率は５％とする。

【第４問】

次に示す甲協同組合の令和元年度（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）の総勘定元帳残高、付記事項及び決算

整理事項に基づき、解答用紙の損益計算書（費用配賦表を含む。）、貸借対照表及び剰余金処分案を完成しなさい。
（チラシとして解答用紙も同封しておりますので、ご利用下さい。）

総
借
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方

科

目

勘

定

金

額

元

現金及び預金
売掛金
商品
建物
器具備品
ソフトウェア
電話加入権
仮払消費税等
仕入高
教育事業情報提供費
教育事業講習会費
役員報酬
職員給料
福利厚生費
職員退職金
旅費交通費
通信費
水道光熱費
会議費
賃借料
租税公課
事務用品費
消耗品費
保険料
印刷費
支払利息
雑損失

22,388,902
31,509,764
4,905,463
9,554,278
5,873,706
1,370,940
145,600
16,732,615
156,401,008
3,796,881
1,480,138
1,800,000
17,905,493
2,654,879
864,000
1,625,760
2,284,560
1,204,848
729,302
6,028,850
671,670
4,457,608
2,972,031
403,210
4,281,057
26,775
7,816

合

302,077,154
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計

帳

残
貸

高
方

（単位

科

目

買掛金
短期借入金
未払金
預り金
貸倒引当金
仮受消費税等
建物減価償却累計額
器具備品減価償却累計額
長期借入金
退職給与引当金
出資金
資本準備金
利益準備金
教育情報費用繰越金
特別積立金
前期繰越利益
外部売上高
組合員売上高
教育情報事業賦課金収入
教育情報費用繰越金取崩
教育事業講習会参加料収入
賦課金収入
退職給与引当金戻入
受取利息
雑収入
固定資産売却益
合

計

金

:

円）

額

28,205,251
1,800,000
2,190,381
345,216
287,000
17,093,514
4,026,843
3,019,527
5,850,000
1,645,800
14,000,000
540,000
1,856,000
480,000
4,748,000
267,539
1,254,243
180,016,252
4,724,358
725,600
864,780
27,193,000
853,000
190
68,184
22,476
302,077,154
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付 記 事 項
⑴

総勘定元帳残高は決算整理前の残高である。

⑵

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

⑶

当組合は、組合員等への共同購買事業、教育情報事業の２つの収益事業がある。

⑷

商品、仕入高、売上高は共同購買事業に、教育情報事業賦課金収入、教育事業講習会参加料収入、教育事業情報提供費、教育
事業講習会費は教育情報事業に属する勘定科目である。

⑸

共通費の各事業への配賦率は解答用紙の費用配賦表に記入してある（１円未満四捨五入）。

⑹

事業総利益金額は、事業収益に賦課金収入を加算して得た額から、事業費用を減じて得た額である。

⑺ 損益計算書において事業の間接的な経費は一般管理費に含めて表示し、事業費への振替配賦は「事業費へ配賦」欄を設け
て表示する。
⑻

貸借対照表上の有形固定資産は帳簿価額をもって示し、減価償却累計額は脚注に表示する。

決算整理事項
⑴

組合員への売上625,000円（消費税等税抜）及び当該消費税等62,500円が未計上であることがわかり買掛金に追加計上
する。

⑵

外部売上高に組合員売上高137,000円
（消費税等税抜）が計上されていたので、正しく修正する。

⑶

通信費に水道光熱費21,648円
（消費税等税抜）が計上されていたので、正しく修正する。

⑷

期末商品棚卸高は、5,425,297円
（消費税等税抜）である。

⑸

当期における建物、器具備品、及びソフトウェアの減価償却費の計上額は次の通りである。
建

物

923,082円

器具備品

893,358円

ソフトウェア

147,152円

⑹ 当期末に計上すべき貸倒引当金計上額は315,000円であるので、
差額を貸倒引当金繰入として計上する。
⑺ 当
 期の退職給与引当金繰入額は、
425,400円である。
⑻ 教
 育情報事業賦課金収入のうち、
当期の予定事業が次期に繰越されることによって仮受金処理される賦課金は380,000円
（消費税等税抜）
である。
⑼ 上
 記の決算整理を行い、
消費税等を計算すると、
298,300円の納付になるので、
未払消費税等を計上する。
なお、
仕訳で発生
する差額は雑収入に計上する。
⑽ 当
 期の組合員売上高に対して１％の利用分量配当
（1,000円未満切り捨て）
を行うこととしている。
したがって、
当期純利益
金額に対する法人税・住民税及び事業税
（地方法人特別税を含む）
の充当額は、上記の決算整理事項を処理した後の税引前
当期純利益金額から利用分量配当金を控除した金額
（ただし、
1,000円未満を切り捨てた金額）の22％に住民税均等割額
180,000円を加算した金額
（100円未満切り捨て）
を計上する。

剰余金処分案
定款の規定に従い、次の処理をする。
⑴

利益準備金として当期未処分剰余金から500,000円を積み立てる。

⑵

教育情報費用繰越金として、当期純利益金額の５％を積み立てる（1,000円未満切り上げ）。

⑶

特別積立金として、当期純利益金額の1／10以上である300,000円を積み立てる。

※
「試験問題の解答」については、同封のチラシをご覧下さい。

なお、
「令和2年度中小企業組合検定試験」
については、
下記までお問い合わせください。

広島県中央会 担当：原田 （TEL：082-228-0926）

広島県中小企業団体中央会
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中 央 会 日 誌

7 月 July 2020

3日

●福山市産業支援者連絡会議（リム福山）

6日

●コロナ専門家派遣（協）
神辺わかば会

7日

●第１回生産性向上ワークショップ
（オンライン）

7日

●コロナ専門家派遣

8日

●
（協）ベイタウン尾道

T＆H（協）
卸商業団地機能向上支援事業 第1回委員会（組合会館）

13日

●ユニバーサル・トレイド
（協）外国人技能実習制度適正化事業（組合事務所）

16日

●青年中央会

16日

●コロナ専門家派遣

20日

●コロナ専門家派遣（協）
神辺わかば会

22日

●組合士会

22日

●
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

27日

●広島ものづくり
（協）外国人技能実習制度適正化事業（組合事務所）

27日

●
（協）東広島ショッピングモール

28日

●
（協）広島総合卸センター

31日

●コロナ専門家派遣

第2回役員会（福山商工会議所）
宮島細工（協）

通常総会（中央会会議室）
令和2年度第1回運営協議会＜専務＞（広島職業能力開発促進センター）

活路開拓事業 調査・研究事業第1回委員会（フジグラン東広島会議室）

卸商業団地機能向上支援事業 街づくり事業 第1回委員会（組合会議室）

宮島細工（協）
※太字になっているものが、
広島県中央会の事業・行事になります。

表紙 の
ことば
新型コロナウイルスの感染が再び全国に広がりつつある
中、レジャーや外食も気が進まず、個人的な楽しみと言えば
カープの試合に一喜一憂することくらいになっています。感
染拡大防止のため、観客は今のところ5千人までとなっていま
すが、開幕当初の無観客に比べれば良いものだなぁと思いな
がら観戦しているのですが、今季のカープは投手陣の不調が
原因でなかなか調子が上がりません。特に抑え投手が日替わ
りの状態となっており、勝ちパターンの試合でも最後に抑え
が打ちこまれて逆転負けという、ストレスフルな試合も多く
なっています。
今季から指揮をとっている佐々岡監督と言えば、先発、中継
ぎ、抑えとフル回転した名投手ですが、実は数年前に会食する
機会がありました。どちらかと言えば口数の少ない印象の方
でしたが、私が｢どこのポジションが一番大変でしたか？｣と
聞くと、即答で｢抑えです！｣と言われたのを覚えています。ま
さにその“抑え”のポジションで苦労をしている佐々岡監督で
すが、早くこの“抑え不在問題”を解決し、このコロナ禍でモヤ
モヤしたカープファンのストレスを発散するためにも、上位
争いに食い込んでいって欲しいものです！
（筒井）

広島市

「広島仏壇」

極楽浄土を表現した美
しい金色の仏壇です

写真提供：広島県

技をつなぎ組み上げる、壮麗な金仏壇
江戸時代初期に伝わった漆塗りや金具細工の技に、京
都・大阪の仏具製造の技術が加わり生まれた広島仏壇。浄
土真宗の盛んであった広島に根付いた仏壇づくりは見る間
に発展し、
明治時代に入ると全国に出荷されるほどに。
製造
くうでん し ゅ み だ ん かざり
須弥壇、錺 金具、
塗漆、
金箔
工程は分業で，
木地，
狭間，
宮殿、
押、
蒔絵と大きく7つの工程に分かれており、
各工程で作ら
と の こ にかわ
れたものを仕立てて1本の仏壇にします。
中でも、砥粉と膠
で練った材料を高く盛り上げる高蒔絵技法と，
塗の技術に
おける
「立て塗」の技法、金箔押、欄間の技術に優れていま
す。
近年、
洋室に馴染むモダンなデザインや住宅に合う小さ
めの仏壇が求められるなど、
広島仏壇にも時代の流れによ
る変化が訪れていますが、
確かな技術と先人たちが繋いだ
作り手の心は変わらず受け継がれています。
(経済産業大臣指定伝統的工芸品)

メルマガ会員募集中
当会のメルマガにご登録いただいた方には、公の施策やセミナー案内状などの
「最新情報」
を定期的にお届け致します。
組合運営に係るお役立ち情報をお届け致しますので、是非ご登録ください！
！

ご登録はこちらのアドレスへご一報下さい。
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