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組合のあしたを拓く組合士

21第 号

　我が国経済は長く続いたデフレからの脱却を窺う局面にありますが、各種コスト
アップ要因により収益状況の改善は進まず、中小企業の多くは依然として景気回復
の実感ができない状況が続いております。
　平成25年度も残すところわずかとなり、改めてふり返ってみますと、昨年６月14
日に開催しました「中小企業組合士制度創設40周年／全国中小企業組合士協会
連合会創立30周年」が大変印象に残っております。
　「記念フォーラム」では、明治大学の百瀬恵夫名誉教授から、厳しい指摘の一方で、
組合士に対する期待の込められた講演をいただき、その後の「記念式典」では、多
数の来賓をお迎えし、中小企業組合士として長年にわたって組合運営等の活動に携わり、その功績を認められた組合士
の方々へ表彰式・感謝状が贈呈されました。
　また、創立30周年にあたって、「中小企業組合士行動指針」を策定し、中小企業組合士としての共通の目標を持つことで、
絆をさらに深いものとし、依然厳しい状況に置かれている中小企業とそれらを構成員とする中小企業組合の発展に貢献
していく決意を新たにしました。
　従前より、当連合会としては、「１組合１組合士」をスローガンに掲げ、組合士制度のより一層の普及促進に取り組んで
おりますが、目を見張るような成果が出ているとは言い難いのも事実です。しかしながら、制度創設40周年・連合会創立
30周年という大きな節目を経て、いま一度原点を思い起
こし、中小企業組合の活性化と充実発展、魅力ある中小
企業組合士制度の確立のために邁進していかなければ
ならないと思う次第であります。
　そのためには、連合会の組織強化と各都道府県組合士
(協)会との連携強化を図ることが何よりも肝要であります
ので、全国の中小企業組合士の皆様、都道府県組合士(協)
会や都道府県中央会の皆様には、今まで以上のご協力・
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　「組合のあしたを拓く組合士」として、共に素晴らしい未
来を創りましょう。
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全国中小企業組合士協会連合会
会長　齊　藤　行　正
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　兵庫県中小企業組合士協会は、組合士制度の目的と組
合士の役割を再認識し、組合事業の積極的な展開と地域
活性化の推進を継続して実施するとともに、兵庫県下に
おける中小企業組合士の活動を側面から支援することを
目的に日々活動しています。
　当協会の会員支援活動の特徴の一つとして、年２回の
企業視察研修会を実施しています。昨年９月に訪問した
音羽電機工業株式会社様は、国内における雷防護関連機
器製造のトップシェアを誇り、社内に国内唯一の雷専門
試験場「雷テクノロジセンター」を有しています。こち
らのセンターでの放電実験の見学や、雷対策製品に関す
る現状とその重要性の説明を受けたことで、参加した会
員は県下ものづくり企業の技術に対しての知識を大いに
深める事ができました。
　こうした兵庫県下の特徴ある企業を積極的に訪問し、その生産技術や経営体制を学び、また組合員企業へ情報
を共有することは、各事業活動の改善に繋げていくことが期待できます。また、多業種の組合事務局員が集うこ
の研修会では、組合士同士の交流は情報交換の場としても非常に重要なものとなっており、各業種ごとの現状や
今後の動向、事務局業務の効率化に関する情報等、様々な議論が飛び交います。
　
　次にもう一つの大きな活動として、兵庫県中小企業団体中央会の会員組合を対象に「組合士」制度の普及活動
を昨年１２月から実施しています。この活動では髙井会長自らが会員組合を訪問し、組合組織における組合士の
意義、そして組合検定試験についても内容を紹介することで、組合事務局に従事する方に業務の目的を明確にも
っていただき、その精度を向上させるためのツールの一つにと組合検定試験の受験の励行を積極的に行っていま
す。その際は、組合検定試験の過去問題集を持参し、問題に目を通して頂くと、「普段の業務で当たり前のよう
に行っている事の根拠はこの制度にあることを初めて知りました。」「この内容であれば少し勉強をすれば取得
できるように思います。」といった、日々組合事務局で業務をされている方には特に組合士資格の取得を身近に
感じていただけた意見を多数聞くことができます。
　まだスタートして間もない新しい取り組みですが、訪問した組合からは、「従業員の能力における一つの区切
りになり、取得することで更に自信を持って業務に取り組んでもらうことができる。」との意見をいただき、活
動の手ごたえを強く実感しています。
　
　加えて、当協会では毎年組合検定試験開催の約１ヶ月前に試験対策講座を開催しております。この講座では講
座受講者全員合格を目標に、組合士取得の中央会職員が出題の傾向の分析を行うなど、試験科目である「組合制
度」「組合運営」「組合会計」の過去問題を用いて受講者に分かりやすい解説を行っています。
　このような働きかけもあって、喜ばしいことに兵庫県では近年組合検定試験の受験者が増加傾向にあります。
こうした流れを踏まえ、これからも新しい組合士の皆様を広く迎えていくにあたり、当協会はより充実した支援
を行える組織であるよう、活動を多岐に拡げ、その質を向上させることで協会の基盤を強化し、組合士の皆様を
しっかりとサポートしていきます！

Ａｃｔｉｏｎ！　県組合士協会の発展をめざして

＿　兵庫県組合士協会　＿

Ａｃｔｉｏｎ！　県組合士協会の発展をめざして
特集
1 連合会の活動連合会の活動

■組合士協会設立の推進
①㈿会未設置県の組合士に対して、連合会機関誌「全国組合
士だより」の配布を行うとともに、㈿会未設置県中央会に対し
ても組合代表者向けパンフレット「中小企業組合をご存じで
すか？」を送付し協会の活動をＰＲしました。
■ブロック研修会等への支援
①７月１２日㈮に関東甲信越静ブロック中小企業組合士協議会
全体研修会が東京都市ヶ谷で開催され、防衛省施設の見学、
また防衛大学校教授・村井友秀氏より「東アジア情勢と日本
の安全保障」と題した講演が行われました。当連合会からは
角副会長ならびに事務局が出席。
②７月１９日㈮に中小企業組合士会中国ブロック協議会通常総
会が島根県松江市において開催され、当連合会・松下理事が
出席しました。総会終了後、セコム山陰株式会社を講師に迎
え「BCPの基本概念から事業継続計画まで」と題した講演が
行われました。

③９月２６日（木）・２７日㈮に九州中小企業組合士協会連合会通
常総会・九州ブロック合同研修会がに宮崎県宮崎市で開催さ
れ、当連合会・齊藤会長ならびに事務局が出席しました。合同
研修会においては、1日目は綾町照葉樹林文化推進専門監・
河野耕三氏、２日目は宮崎ひでじビール株式会社代表取締
役・永野時彦氏が講師を務め、講義研修を行いました。
④９月２７日㈮に東北・北海道ブロック中小企業組合士協議会
30周年記念大会及び研修交流会研修交流会が宮城県仙台
市で開催され、当連合会・松﨑副会長ならびに事務局が出席
しました。まず東日本大震災で津波の被害に見舞われた仙台
港運送事業協同組合の視察を行い、組合事務局より震災当
時の状況と復興の道のりがスライドショーを用いて説明され
ました。引き続いての記念大会においては全国中央会理事・
事務局長の加藤篤志氏より「組合士の歩みと役割について」
と題した基調講演が行われた後、交流親睦会も開催され、３０
年の歴史を振り返りながら参加者同士の親睦を深めました。
（写真①②参照）
■会長表彰及び感謝状の贈呈
　中小企業組合士制度の普及、振興のための指導において功
績顕著と認められる者（協会運営功労者）１４名に、組合士制度

の普及、振興に功績顕著と認められる者（優良組合士）２３名に
会長表彰を、中小企業組合士制度の普及並びに本連合会の発
展に寄与した者１２名に対して感謝状を贈呈しました。
■会員㈿会総会等への支援
①５月１７日㈮東京都組合士協会の第３８回通常総会に事務局
が出席しました。
②７月１２日㈮関東組合士ブロック研修会に事務局が出席しました。
■全国中央会の発行する機関紙「中小企業と組合」の「組合士
　アラカルト」コーナーに毎月１名の組合士の方を紹介し、連
　合会のホームページに掲載しました。
（参考）
　４月号　飯島茂男氏（全国トラック交通共済協同組合連合会、東京）
　５月号　中村律子氏（協同組合　関東給食会、東京）
　６月号　菅野哲也氏（東京都個人タクシー協同組合、東京）
　８月号　藤本十七三氏（岡山県中小企業組合士会会長、岡山）
　９月号　髙井史郎氏（兵庫県中小企業組合士会会長、兵庫）
１０月号　佐々木順平氏（東京都青果物商業協同組合、東京）
１１月号　塚越正司氏（塚越税務会計事務所所長、埼玉）
１２月号　山田明氏（神奈川県福祉共済協同組合、神奈川）
■情報収集・提供事業
① 「全国組合士だより」第２０号を配付しました。
②組合士(協)会における中小企業組合士の活用状況等に関す
る調査、都道府県中小企業組合士協会活動状況調査を行い
ました。
■２０１４年版中小企業組合士手帳を都道府県県組合士㈿会
　に配付しました。
■会議等への出席
　全国中央会総会・理事会（６月１４日）に齊藤会長が理事とし
て出席したほか、全国中央会の専門委員会委員として当連合
会・齋藤会長（組織専門委員）松﨑副会長（労働専門委員）を推
薦しました。
■組合士制度の普及促進
①組合代表者向けパンフレットを作成しＰＲを行いました。
②第６４回中小企業団体全国大会会場に「組合士コーナー」の
ブースを設け、ＰＲを行いました。

★平成26年度における中小企業組合士の認定更新について★
■対　　　　象：平成２１年６月１日に認定更新された第１、４、７、１０、１３、１６、１９、２２、２５、３０、３５回 新規認定者　
■認定更新要件：認定更新には中央会が開催する講習会の5時間以上の受講が必要です。

後列右から3番目が髙井会長

①加藤理事の講演 ②懇親会の様子
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役・永野時彦氏が講師を務め、講義研修を行いました。
④９月２７日㈮に東北・北海道ブロック中小企業組合士協議会
30周年記念大会及び研修交流会研修交流会が宮城県仙台
市で開催され、当連合会・松﨑副会長ならびに事務局が出席
しました。まず東日本大震災で津波の被害に見舞われた仙台
港運送事業協同組合の視察を行い、組合事務局より震災当
時の状況と復興の道のりがスライドショーを用いて説明され
ました。引き続いての記念大会においては全国中央会理事・
事務局長の加藤篤志氏より「組合士の歩みと役割について」
と題した基調講演が行われた後、交流親睦会も開催され、３０
年の歴史を振り返りながら参加者同士の親睦を深めました。
（写真①②参照）
■会長表彰及び感謝状の贈呈
　中小企業組合士制度の普及、振興のための指導において功
績顕著と認められる者（協会運営功労者）１４名に、組合士制度

の普及、振興に功績顕著と認められる者（優良組合士）２３名に
会長表彰を、中小企業組合士制度の普及並びに本連合会の発
展に寄与した者１２名に対して感謝状を贈呈しました。
■会員㈿会総会等への支援
①５月１７日㈮東京都組合士協会の第３８回通常総会に事務局
が出席しました。
②７月１２日㈮関東組合士ブロック研修会に事務局が出席しました。
■全国中央会の発行する機関紙「中小企業と組合」の「組合士
　アラカルト」コーナーに毎月１名の組合士の方を紹介し、連
　合会のホームページに掲載しました。
（参考）
　４月号　飯島茂男氏（全国トラック交通共済協同組合連合会、東京）
　５月号　中村律子氏（協同組合　関東給食会、東京）
　６月号　菅野哲也氏（東京都個人タクシー協同組合、東京）
　８月号　藤本十七三氏（岡山県中小企業組合士会会長、岡山）
　９月号　髙井史郎氏（兵庫県中小企業組合士会会長、兵庫）
１０月号　佐々木順平氏（東京都青果物商業協同組合、東京）
１１月号　塚越正司氏（塚越税務会計事務所所長、埼玉）
１２月号　山田明氏（神奈川県福祉共済協同組合、神奈川）
■情報収集・提供事業
① 「全国組合士だより」第２０号を配付しました。
②組合士(協)会における中小企業組合士の活用状況等に関す
る調査、都道府県中小企業組合士協会活動状況調査を行い
ました。
■２０１４年版中小企業組合士手帳を都道府県県組合士㈿会
　に配付しました。
■会議等への出席
　全国中央会総会・理事会（６月１４日）に齊藤会長が理事とし
て出席したほか、全国中央会の専門委員会委員として当連合
会・齋藤会長（組織専門委員）松﨑副会長（労働専門委員）を推
薦しました。
■組合士制度の普及促進
①組合代表者向けパンフレットを作成しＰＲを行いました。
②第６４回中小企業団体全国大会会場に「組合士コーナー」の
ブースを設け、ＰＲを行いました。

★平成26年度における中小企業組合士の認定更新について★
■対　　　　象：平成２１年６月１日に認定更新された第１、４、７、１０、１３、１６、１９、２２、２５、３０、３５回 新規認定者　
■認定更新要件：認定更新には中央会が開催する講習会の5時間以上の受講が必要です。

後列右から3番目が髙井会長

①加藤理事の講演 ②懇親会の様子
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1．はじめに
　今年の4月からいよいよ消費税が8%
に増税されます。皆さん準備は大丈夫
ですか。もう準備は万全、という方もい
れば、まだ何も準備していない、そもそ
もどんな準備をすればよいかわからな
い、という方もいると思います。今回は

消費税が増税される前に、わかっているようで、実は勘違いし
やすい「消費税の仕組み」について考えていきたいと思います。

2．改正消費税がやってくる！
　まず、税率アップのスケジュールについて、平成26年4月1
日から消費税率が8%となり、平成27年10月1日から10%に
税率がアップします。
　では、なぜ今消費税かというと、消費税は国民全体で負担す
る税金であるため、高齢化社会における社会保障の財源にふ
さわしく、また景気変動に左右されにくい安定した税金である
ため、高齢化社会と景気変動リスクの高い日本にとって都合の
良い税金だからです。
　消費税は国民全体が負担すると言いましたが、負担するのは
最終消費者です。実は会社や組合、個人事業主などの事業者は
製造から流通の過程で実質負担がないように調整されています。

3．消費税の仕組みをもう一度！
　一般的に組合経理では、売上時に預かった消費税を仮受消
費税、仕入等の際に支払った消費税を仮払消費税として伝票
入力し、決算時に仮受消費税と仮払消費税を相殺して預かった
消費税が多い場合には、税務署にその差額を納付（逆の場合は
税務署が組合に還付）します。流れは単純ですが、仮払消費税
や仮受消費税は仕訳量が非常に多く全体像を把握するには少
し難しいかもしれません。
　そこで今回は、この消費税の仕組みをおさらいする、という
ことで簡単な設例を準備しました。税抜価格8,000円の商品を
税抜価格10,000円で販売する場合の消費税の動きを追って
いきたいと思います。
　図表-1のシーン1は、消費税が5％の世界、つまり3月31日ま
での状況です。シーン2は、消費税が8％、つまり4月1日以降の
世界です。
　注目してほしい点は「⑤利益と利益率」です。シーン1もシー
ン2も全く同じであることがわかると思います。つまり、消費税
率が引き上げられても理論上は組合の利益には関係ありませ
ん。消費税は税率分を確実に売上に転嫁していけば組合損益
には中立なのです。

4．では、なぜ消費税増税が問題なのか！？
　上記の通り、消費税の税率が何％になろうとその分を確実に
転嫁できれば組合の利益には影響しません。しかしその時点の
経済状況や取引先とのチカラ関係で転嫁できなかったときは、
どうなるのでしょうか？

　図表-2のシーン3は、売上に3％の増税分を転嫁できなかっ
たケースです。このケースはチカラ関係の弱い事業者には十分
起こりうることだと思います。ここでも注目してほしい点は「⑤
利益と利益率」です。転嫁できたシーン2と比べ、なんと利益が
277円、利益率で2.3%ものもうけが消失します。

　なぜ消費税が転嫁できないと、利益が消失するのか。それは、
消費税の計算方法に「からくり」があります。「5％分しか消費税
をもらえなかったから、税務署にも5％分しか納めない」と説明
しても、残念ながら税務署は認めてくれません。
　預かった消費税額は、税込の売上代金（シーン3では
10,500円）を基準に、消費税8%と売上本体100％に機械的
に按分計算されます。シーン3では、売上代金10,500円が消
費税777円と売上本体9,723円に按分されてしまいました。つ
まり、売上が10,000円から9,723円に減少（実質的には値引）
したことにより、利益が消失してしまったのです。

　では、逆に仕入先に対して転嫁をさせなかった場合はどうな
るのでしょうか。図表-3のシーン4は、売上は3％分転嫁できた
が、仕入には転嫁させなかったケースです。仕入について3%
分を転嫁させなかった企業は利益が2.2％増加します。つまり、
仕入先に仕入代金を値引きさせたことになり、利益が増えたの
です。
　ただし、こうした消費税の転嫁拒否に対し、行政は利益の返
還や企業名の公表などの措置を講じる、としていますので、安
易な転嫁拒否は絶対にやめましょう。と同時に、こうした拒否を
受けた場合には、公正取引委員会や最寄りの中央会等に相談
してください。

税理士　塚越　正司税理士　塚越　正司
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シーン2　消費税8％のケース（売上・仕入ともに転嫁）
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図表-2

シーン2　消費税8％のケース
①売上

②仕入
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シーン3　売上に3％分転嫁不能、仕入は3％分転嫁された
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②仕入
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⑤利益と利益率
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解いてみませんか？
図表-3

シーン2　消費税8％のケース（売上・仕入ともに転嫁）
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シーン4　売上に3％分転嫁OK、仕入は3％分転嫁され（せ）なかった
①売上

②仕入

③手もとキャッシュ

④納める消費税

⑤利益と利益率

売上代金
10,800

売上本体
10,000

仮受消費税
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1．はじめに
　今年の4月からいよいよ消費税が8%
に増税されます。皆さん準備は大丈夫
ですか。もう準備は万全、という方もい
れば、まだ何も準備していない、そもそ
もどんな準備をすればよいかわからな
い、という方もいると思います。今回は

消費税が増税される前に、わかっているようで、実は勘違いし
やすい「消費税の仕組み」について考えていきたいと思います。

2．改正消費税がやってくる！
　まず、税率アップのスケジュールについて、平成26年4月1
日から消費税率が8%となり、平成27年10月1日から10%に
税率がアップします。
　では、なぜ今消費税かというと、消費税は国民全体で負担す
る税金であるため、高齢化社会における社会保障の財源にふ
さわしく、また景気変動に左右されにくい安定した税金である
ため、高齢化社会と景気変動リスクの高い日本にとって都合の
良い税金だからです。
　消費税は国民全体が負担すると言いましたが、負担するのは
最終消費者です。実は会社や組合、個人事業主などの事業者は
製造から流通の過程で実質負担がないように調整されています。

3．消費税の仕組みをもう一度！
　一般的に組合経理では、売上時に預かった消費税を仮受消
費税、仕入等の際に支払った消費税を仮払消費税として伝票
入力し、決算時に仮受消費税と仮払消費税を相殺して預かった
消費税が多い場合には、税務署にその差額を納付（逆の場合は
税務署が組合に還付）します。流れは単純ですが、仮払消費税
や仮受消費税は仕訳量が非常に多く全体像を把握するには少
し難しいかもしれません。
　そこで今回は、この消費税の仕組みをおさらいする、という
ことで簡単な設例を準備しました。税抜価格8,000円の商品を
税抜価格10,000円で販売する場合の消費税の動きを追って
いきたいと思います。
　図表-1のシーン1は、消費税が5％の世界、つまり3月31日ま
での状況です。シーン2は、消費税が8％、つまり4月1日以降の
世界です。
　注目してほしい点は「⑤利益と利益率」です。シーン1もシー
ン2も全く同じであることがわかると思います。つまり、消費税
率が引き上げられても理論上は組合の利益には関係ありませ
ん。消費税は税率分を確実に売上に転嫁していけば組合損益
には中立なのです。

4．では、なぜ消費税増税が問題なのか！？
　上記の通り、消費税の税率が何％になろうとその分を確実に
転嫁できれば組合の利益には影響しません。しかしその時点の
経済状況や取引先とのチカラ関係で転嫁できなかったときは、
どうなるのでしょうか？

　図表-2のシーン3は、売上に3％の増税分を転嫁できなかっ
たケースです。このケースはチカラ関係の弱い事業者には十分
起こりうることだと思います。ここでも注目してほしい点は「⑤
利益と利益率」です。転嫁できたシーン2と比べ、なんと利益が
277円、利益率で2.3%ものもうけが消失します。

　なぜ消費税が転嫁できないと、利益が消失するのか。それは、
消費税の計算方法に「からくり」があります。「5％分しか消費税
をもらえなかったから、税務署にも5％分しか納めない」と説明
しても、残念ながら税務署は認めてくれません。
　預かった消費税額は、税込の売上代金（シーン3では
10,500円）を基準に、消費税8%と売上本体100％に機械的
に按分計算されます。シーン3では、売上代金10,500円が消
費税777円と売上本体9,723円に按分されてしまいました。つ
まり、売上が10,000円から9,723円に減少（実質的には値引）
したことにより、利益が消失してしまったのです。

　では、逆に仕入先に対して転嫁をさせなかった場合はどうな
るのでしょうか。図表-3のシーン4は、売上は3％分転嫁できた
が、仕入には転嫁させなかったケースです。仕入について3%
分を転嫁させなかった企業は利益が2.2％増加します。つまり、
仕入先に仕入代金を値引きさせたことになり、利益が増えたの
です。
　ただし、こうした消費税の転嫁拒否に対し、行政は利益の返
還や企業名の公表などの措置を講じる、としていますので、安
易な転嫁拒否は絶対にやめましょう。と同時に、こうした拒否を
受けた場合には、公正取引委員会や最寄りの中央会等に相談
してください。
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仕入代金
8,400

仕入本体
8,000

仮払消費税

100

8,400×　　　=400

10,500－8,400=2,100

10,000－8,000=2,000

=20％

105
5

10,000
10,000－8,000

仮受消費税
500

仮払消費税

利　益

利益率

400－ =

シーン2　消費税8％のケース（売上・仕入ともに転嫁）
①売上

②仕入

③手もとキャッシュ

④納める消費税

⑤利益と利益率

売上代金
10,800

売上本体
10,000

仮受消費税

10,800×　　　=800108
8

仕入代金
8,640

仕入本体
8,000

仮払消費税

160

8,640×　　　=640

10,800－8,640=2,160

10,000－8,000=2,000

=20％

108
8

10,000
10,000－8,000

仮受消費税
800

仮払消費税

利　益

利益率

640－ =

図表-2

シーン2　消費税8％のケース
①売上

②仕入

③手もとキャッシュ

④納める消費税

⑤利益と利益率

売上代金
10,800

売上本体
10,000

仮受消費税

10,800×　　　=800108
8

仕入代金
8,640

仕入本体
8,000

仮払消費税

8,640×　　　=640

10,800－8,640=2,160

10,000－8,000=2,000

=20％

108
8

10,000
10,000－8,000

仮受消費税
800

仮払消費税

利　益

利益率

640－ =

シーン3　売上に3％分転嫁不能、仕入は3％分転嫁された
①売上

②仕入

③手もとキャッシュ

④納める消費税

⑤利益と利益率

売上代金
10,500

売上本体
9,723

仮受消費税

10,500×　　　=777108
8

仕入代金
8,640

仕入本体
8,000

仮払消費税

137

8,640×　　　=640

10,500－8,640=1,860

9,723－8,000=1,723

=17.7％

108
8

9,723
9,723－8,000

仮受消費税
777

仮払消費税

利　益

利益率

640－ =160

解いてみませんか？
図表-3

シーン2　消費税8％のケース（売上・仕入ともに転嫁）
①売上

②仕入

③手もとキャッシュ

④納める消費税

⑤利益と利益率

売上代金
10,800

売上本体
10,000

仮受消費税

10,800×　　　=800108
8

仕入代金
8,640

仕入本体
8,000

仮払消費税

8,640×　　　=640

10,800－8,640=2,160

10,000－8,000=2,000

=20％

108
8

10,000
10,000－8,000

仮受消費税
800

仮払消費税

利　益

利益率

640－ =

シーン4　売上に3％分転嫁OK、仕入は3％分転嫁され（せ）なかった
①売上

②仕入

③手もとキャッシュ

④納める消費税

⑤利益と利益率

売上代金
10,800

売上本体
10,000

仮受消費税

10,800×　　　=800108
8

仕入代金
8,400

仕入本体
7,778

仮払消費税

178

8,400×　　　=622

10,800－8,400=2,400

10,000－7,778=2,222

=22.2％

108
8

10,000
10,000－7,778

仮受消費税
800

仮払消費税

利　益

利益率

622－ =160
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●背景と目的
　当組合では、食品製造設備の洗浄水が各工場から、共同排
水処理場に送られ、そこで多量のバイオガス（メタンガス）が発
生している。これまでは大気中に放出していたことから、その抑
制が求められていた。一方、メタンガスは、燃料ガスでもあるこ
とから、エネルギー源としての利用を行うことで、環境・エネル
ギー対策に貢献していきたいと考えていた。
　この２つの課題を背景に、メタンガスをボイラー及び発電機
の燃料として活用するシステムを構築し、バイオガスの大気中
への放出抑制と重油使用量の削減等を行い、ＣＯ２削減に取り
組んでいる。

●事業・活動の内容
　当組合では、共同施設として、各工場から排出される排水を
共同排水処理場に送り、そこで発生するメタンガスをボイラー
の燃料に使用し、蒸気を発生させ、各工場に送る。また、メタン
ガスを燃料に発電機を稼働させ、処理場の電力の一部（約３
割）をまかなっている。排水の大半は製造設備の洗浄水であり、
これまでは製造終了後の夕方に集中していたが、昼間の排水
量を確保するため、各工場の稼働状況と合わせて排水処理設
備の運転パターンの調整を行い、バイオガス発生の均衡化を
図り、効率を高めている。

●成果
　大気中へのバイオガスの排出抑制とＣＯ２の削減、各工場の
重油使用量の削減などにつながり、環境省の「Ｊ‐ＶＥＲ認定委
員会」で、ＣＯ２排出量削減分８８２ｔの認証を受け、オフセット・ク
レジット（Ｊ‐ＶＥＲ）を取得している。また、バイオガス利用による
Ｊ‐ＶＥＲ創出プロジェクトとしては、国内最初の取組みである。
　こうした結果は、組合としての共同事業の必要性を再認識さ
せ、組合の “資源”を有効活用しながら、地域に根づき持続的に
発展する団地づくりを推し進める力にもなっている。また、排水
を単に処理するという考え方だけではなく、排水から燃料をつ
くり、それを有効活用し、組合員にも還元（蒸気の供給→各工
場の重油使用量の削減）するという、エネルギーと資源、組合
と経営の循環的な発想が
特徴でもある。さらに、“捨
てるモノ”が“宝”にもなり
得ることの発想と実践・実
証は、当組合だけでなく、
広く波及効果のあるもの
といえる。

5．消費税増税対策ってどうする？
　では、4月までにどのような準備をしておけばよいのでしょう
か。一番重要なことは何と言っても、価格転嫁できるよう環境を
整えておくことですが、その他にも最低限ここだけは準備して
おいてほしいことを厳選してお話しします。
①価格転嫁できる環境づくり
　取引先とのコミュニケーションを密にし、転嫁を認めてもらえ
るよう交渉することが重要です。その際に、消費税は最終消費
者が負担する税金であること、たとえ転嫁しても取引先の利益
には影響を及ぼさないことを説明し、取引先に対し消費税の誤
解を解くようなコミュニケーションが重要となります。
　また、平成29年3月31日までは「外税方式」による表示が認
められることになりました。小売店など最終消費者に販売する
業種は、外税方式による表示を検討してもよいかもしれません。
また、どうしても転嫁できない場合には、新商品への切り替え
や、メニューの細分化など、違ったアプローチの検討と業績へ
の影響をあらかじめ試算しておくことが重要だと思います。
②資金繰りの見直し
　一般的に、売上代金の入金よりも仕入代金の支払いが早い
ケースが多いと思います。この場合、4月、5月に一時的に資金
負担が重くなります。つまり、5月に4月分の仕入代金の支払と
3月分の売上代金の入金があるとすると、支払は8％で支払わ
なければなりませんが、入金は5％で入金されます。この3％の
ギャップ分は一時的ではありますが、追加の資金手当てが必要
となります。
　また、消費税率が5％から8％に160％増加するため、消費
税の納付額も160％増加します（何度も言いますが、売上に転
嫁できていれば、納付額が増えても会社損益には影響ありませ

ん）。消費税の納付時期は決算期末から2か月以内となってい
ますが、その時にあわてないよう計画的に積み立てていくこと
が望まれます。
③販売・経理システムへの対応
　これまで5％に設定されていた見積書や請求書、レジ等の販
売管理システムや会計ソフトは8％に対応できますか？4月にな
って実は対応できませんでした、ということにならないよう事前
にチェックしておきましょう。また、税込経理の場合、企業努力と
は無関係に4月以降は売上と経費などが3％増加してしまいま
す。適切な企業実態を把握できるよう、この機会に税抜経理へ
の移行を検討してみてはいかがでしょうか。

6．転嫁を円滑に促す国の政策
　（消費税転嫁対策特別措置法平成25年10月施行）
　消費税転嫁対策特別措置法とは、“平成26年4月1日から全
国一斉に消費税を8%にしましょう！これをジャマする「人」や
「会社」にはペナルティを課します。国が法律で応援しますから、
どうぞ引き上げて下さい”という法律です。
　具体的には①転嫁拒否行為の禁止、②「消費税還元セール」
などの宣伝禁止、③外税方式の容認、④転嫁カルテル、表示カ
ルテルの容認の4本柱になっています。
　特に、④転嫁・表示カルテルについては、各事業者が別個に
転嫁の交渉をするより、組合などの業界ぐるみで交渉したほう
が影響力は当然大きくなります。組合は、転嫁・表示カルテルの
旗振り役として、その存在価値を再認識させるチャンスでもあ
ります。最寄りの中央会と連携し、業界の発展のため行動して
みてはいかがでしょうか。

　首都圏ソフトウェア協同組合は、ソフトウェア業を行う中小事業者を組合員として、平成３年に
設立されました。組合員数は１００社程度で推移しています。
　組合では、ここ数年、共同受注事業に特に力を入れています。毎週水曜日午前１０時から組合
会議室で開催する「ダイレクト商談会」は、組合員各社の社長や営業担当者が参加してビジネス
マッチングや情報交換を行い、組合員間の受発注や新規顧客の開拓など、具体的な成果を生んで
います。また、官公需適格組合と一般競争入札A級の資格を使って、官公庁の入札案件の受注を
年間数本獲得しています。一方で、古参の組合員企業を中心に、設立以来継続している福利厚生
事業である無料健康診断に対するニーズも高く、組合事業間のバランスのとれた予算配分を心
掛けています。
　変化の激しいIT業界において、技術の動向や市場のトレンド、関連法の改正動向を素早く的確
に捉えることは極めて重要です。毎月１回開催する協議会で研鑽を図る行他、IT業界に造詣の深
い理事長が就任してからは月２回のメールマガジンによる業界の最新動向の発信を行っています。
　事務局の人的体制が限られており、組合事業の運営には外部との連携が欠かせません。コミュ
ニケーションを効果的に行って如何に行気持ちよく動いてもらうか、が重要と感じています。組合
活動の動向を見据え、的確な判断を行うための自己研鑽には、時勢を反映した内容をテーマに行
われる組合士の研修会が大変役立ち組合士協会の会員の大きな魅力と感じております。人と人と
を繋ぐ組合の仕事は奥深く、今後とも日々勉強の所存です。

首
都
圏
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
協
同
組
合

事
務
局
長
　

小
倉　

治
雄

中小企業組合士として

組合士紹介 それぞれの職場でご活躍されている組合士の方に、日頃感じていらっしゃることや
組合士の意義等についてお書きいただきました。

＿平成24年度資料収集加工事業報告書より＿

全国中小企業団体中央会が毎年収集発行している先進組合事例抄録（平成24年度資料収集加工事業報告書）に掲載された先進事例のうちから、
各地域で精力的に活躍している組合について、その概要をご紹介します。

●収集テーマ：エネルギー対策●資格業種：食料品製造業●組織形態：工業団地組合●組合員数：20人　組織専従者2名●中小企業組合士：1人

広島県食品工業団地協同組合（広島県）

バイオガス利用によるメタン放出抑制と化石燃料削減
共同排水処理場で発生するバイオガスをボイラー及び発電機の燃料とし、大気中への放出抑制と蒸気の供給等を行い、
重油使用量やCO2の削減につなげる。
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●背景と目的
　当組合では、食品製造設備の洗浄水が各工場から、共同排
水処理場に送られ、そこで多量のバイオガス（メタンガス）が発
生している。これまでは大気中に放出していたことから、その抑
制が求められていた。一方、メタンガスは、燃料ガスでもあるこ
とから、エネルギー源としての利用を行うことで、環境・エネル
ギー対策に貢献していきたいと考えていた。
　この２つの課題を背景に、メタンガスをボイラー及び発電機
の燃料として活用するシステムを構築し、バイオガスの大気中
への放出抑制と重油使用量の削減等を行い、ＣＯ２削減に取り
組んでいる。

●事業・活動の内容
　当組合では、共同施設として、各工場から排出される排水を
共同排水処理場に送り、そこで発生するメタンガスをボイラー
の燃料に使用し、蒸気を発生させ、各工場に送る。また、メタン
ガスを燃料に発電機を稼働させ、処理場の電力の一部（約３
割）をまかなっている。排水の大半は製造設備の洗浄水であり、
これまでは製造終了後の夕方に集中していたが、昼間の排水
量を確保するため、各工場の稼働状況と合わせて排水処理設
備の運転パターンの調整を行い、バイオガス発生の均衡化を
図り、効率を高めている。

●成果
　大気中へのバイオガスの排出抑制とＣＯ２の削減、各工場の
重油使用量の削減などにつながり、環境省の「Ｊ‐ＶＥＲ認定委
員会」で、ＣＯ２排出量削減分８８２ｔの認証を受け、オフセット・ク
レジット（Ｊ‐ＶＥＲ）を取得している。また、バイオガス利用による
Ｊ‐ＶＥＲ創出プロジェクトとしては、国内最初の取組みである。
　こうした結果は、組合としての共同事業の必要性を再認識さ
せ、組合の “資源”を有効活用しながら、地域に根づき持続的に
発展する団地づくりを推し進める力にもなっている。また、排水
を単に処理するという考え方だけではなく、排水から燃料をつ
くり、それを有効活用し、組合員にも還元（蒸気の供給→各工
場の重油使用量の削減）するという、エネルギーと資源、組合
と経営の循環的な発想が
特徴でもある。さらに、“捨
てるモノ”が“宝”にもなり
得ることの発想と実践・実
証は、当組合だけでなく、
広く波及効果のあるもの
といえる。

5．消費税増税対策ってどうする？
　では、4月までにどのような準備をしておけばよいのでしょう
か。一番重要なことは何と言っても、価格転嫁できるよう環境を
整えておくことですが、その他にも最低限ここだけは準備して
おいてほしいことを厳選してお話しします。
①価格転嫁できる環境づくり
　取引先とのコミュニケーションを密にし、転嫁を認めてもらえ
るよう交渉することが重要です。その際に、消費税は最終消費
者が負担する税金であること、たとえ転嫁しても取引先の利益
には影響を及ぼさないことを説明し、取引先に対し消費税の誤
解を解くようなコミュニケーションが重要となります。
　また、平成29年3月31日までは「外税方式」による表示が認
められることになりました。小売店など最終消費者に販売する
業種は、外税方式による表示を検討してもよいかもしれません。
また、どうしても転嫁できない場合には、新商品への切り替え
や、メニューの細分化など、違ったアプローチの検討と業績へ
の影響をあらかじめ試算しておくことが重要だと思います。
②資金繰りの見直し
　一般的に、売上代金の入金よりも仕入代金の支払いが早い
ケースが多いと思います。この場合、4月、5月に一時的に資金
負担が重くなります。つまり、5月に4月分の仕入代金の支払と
3月分の売上代金の入金があるとすると、支払は8％で支払わ
なければなりませんが、入金は5％で入金されます。この3％の
ギャップ分は一時的ではありますが、追加の資金手当てが必要
となります。
　また、消費税率が5％から8％に160％増加するため、消費
税の納付額も160％増加します（何度も言いますが、売上に転
嫁できていれば、納付額が増えても会社損益には影響ありませ

ん）。消費税の納付時期は決算期末から2か月以内となってい
ますが、その時にあわてないよう計画的に積み立てていくこと
が望まれます。
③販売・経理システムへの対応
　これまで5％に設定されていた見積書や請求書、レジ等の販
売管理システムや会計ソフトは8％に対応できますか？4月にな
って実は対応できませんでした、ということにならないよう事前
にチェックしておきましょう。また、税込経理の場合、企業努力と
は無関係に4月以降は売上と経費などが3％増加してしまいま
す。適切な企業実態を把握できるよう、この機会に税抜経理へ
の移行を検討してみてはいかがでしょうか。

6．転嫁を円滑に促す国の政策
　（消費税転嫁対策特別措置法平成25年10月施行）
　消費税転嫁対策特別措置法とは、“平成26年4月1日から全
国一斉に消費税を8%にしましょう！これをジャマする「人」や
「会社」にはペナルティを課します。国が法律で応援しますから、
どうぞ引き上げて下さい”という法律です。
　具体的には①転嫁拒否行為の禁止、②「消費税還元セール」
などの宣伝禁止、③外税方式の容認、④転嫁カルテル、表示カ
ルテルの容認の4本柱になっています。
　特に、④転嫁・表示カルテルについては、各事業者が別個に
転嫁の交渉をするより、組合などの業界ぐるみで交渉したほう
が影響力は当然大きくなります。組合は、転嫁・表示カルテルの
旗振り役として、その存在価値を再認識させるチャンスでもあ
ります。最寄りの中央会と連携し、業界の発展のため行動して
みてはいかがでしょうか。

　首都圏ソフトウェア協同組合は、ソフトウェア業を行う中小事業者を組合員として、平成３年に
設立されました。組合員数は１００社程度で推移しています。
　組合では、ここ数年、共同受注事業に特に力を入れています。毎週水曜日午前１０時から組合
会議室で開催する「ダイレクト商談会」は、組合員各社の社長や営業担当者が参加してビジネス
マッチングや情報交換を行い、組合員間の受発注や新規顧客の開拓など、具体的な成果を生んで
います。また、官公需適格組合と一般競争入札A級の資格を使って、官公庁の入札案件の受注を
年間数本獲得しています。一方で、古参の組合員企業を中心に、設立以来継続している福利厚生
事業である無料健康診断に対するニーズも高く、組合事業間のバランスのとれた予算配分を心
掛けています。
　変化の激しいIT業界において、技術の動向や市場のトレンド、関連法の改正動向を素早く的確
に捉えることは極めて重要です。毎月１回開催する協議会で研鑽を図る行他、IT業界に造詣の深
い理事長が就任してからは月２回のメールマガジンによる業界の最新動向の発信を行っています。
　事務局の人的体制が限られており、組合事業の運営には外部との連携が欠かせません。コミュ
ニケーションを効果的に行って如何に行気持ちよく動いてもらうか、が重要と感じています。組合
活動の動向を見据え、的確な判断を行うための自己研鑽には、時勢を反映した内容をテーマに行
われる組合士の研修会が大変役立ち組合士協会の会員の大きな魅力と感じております。人と人と
を繋ぐ組合の仕事は奥深く、今後とも日々勉強の所存です。
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中小企業組合士として

組合士紹介 それぞれの職場でご活躍されている組合士の方に、日頃感じていらっしゃることや
組合士の意義等についてお書きいただきました。

＿平成24年度資料収集加工事業報告書より＿

全国中小企業団体中央会が毎年収集発行している先進組合事例抄録（平成24年度資料収集加工事業報告書）に掲載された先進事例のうちから、
各地域で精力的に活躍している組合について、その概要をご紹介します。

●収集テーマ：エネルギー対策●資格業種：食料品製造業●組織形態：工業団地組合●組合員数：20人　組織専従者2名●中小企業組合士：1人

広島県食品工業団地協同組合（広島県）

バイオガス利用によるメタン放出抑制と化石燃料削減
共同排水処理場で発生するバイオガスをボイラー及び発電機の燃料とし、大気中への放出抑制と蒸気の供給等を行い、
重油使用量やCO2の削減につなげる。
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組合のあしたを拓く組合士

21第 号

　我が国経済は長く続いたデフレからの脱却を窺う局面にありますが、各種コスト
アップ要因により収益状況の改善は進まず、中小企業の多くは依然として景気回復
の実感ができない状況が続いております。
　平成25年度も残すところわずかとなり、改めてふり返ってみますと、昨年６月14
日に開催しました「中小企業組合士制度創設40周年／全国中小企業組合士協会
連合会創立30周年」が大変印象に残っております。
　「記念フォーラム」では、明治大学の百瀬恵夫名誉教授から、厳しい指摘の一方で、
組合士に対する期待の込められた講演をいただき、その後の「記念式典」では、多
数の来賓をお迎えし、中小企業組合士として長年にわたって組合運営等の活動に携わり、その功績を認められた組合士
の方々へ表彰式・感謝状が贈呈されました。
　また、創立30周年にあたって、「中小企業組合士行動指針」を策定し、中小企業組合士としての共通の目標を持つことで、
絆をさらに深いものとし、依然厳しい状況に置かれている中小企業とそれらを構成員とする中小企業組合の発展に貢献
していく決意を新たにしました。
　従前より、当連合会としては、「１組合１組合士」をスローガンに掲げ、組合士制度のより一層の普及促進に取り組んで
おりますが、目を見張るような成果が出ているとは言い難いのも事実です。しかしながら、制度創設40周年・連合会創立
30周年という大きな節目を経て、いま一度原点を思い起
こし、中小企業組合の活性化と充実発展、魅力ある中小
企業組合士制度の確立のために邁進していかなければ
ならないと思う次第であります。
　そのためには、連合会の組織強化と各都道府県組合士
(協)会との連携強化を図ることが何よりも肝要であります
ので、全国の中小企業組合士の皆様、都道府県組合士(協)
会や都道府県中央会の皆様には、今まで以上のご協力・
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　「組合のあしたを拓く組合士」として、共に素晴らしい未
来を創りましょう。
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