
2020年度
直鞍自動車産業研究会総会

(書面開催)

・第一号議案 （2019年度 事業報告）

・第二号議案 （2019年度 収支決算報告）

・第三号議案 役員改選について

・第四号議案 （2020年度 事業計画）（案）

・第五号議案 （2020年度 予算）（案）
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２０２０年４月１日



1. 2019年度総会(直鞍次世代産業研究会と合同)

・開 催 日 ：2019年5月21日（火）
・場 所 ：エクセレントガーデン
・議案 ◎2018年度事業報告・収支決算報告

◎2019年度事業計画(案)・予算(案)
全議案承認
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第一号議案（2019年度 事業報告）



2. 視察会

(直鞍次世代産業研究会 7月定例会に共催で参加)

●福岡県工業技術センター生物食品研究所
研究所内見学、研究内容、業務等の紹介、意見交換会

・日時 2019年7月25日(木) 12:50～18:00

・場所 久留米市合川町1465-5
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3.合同セミナー

(直鞍次世代産業研究会・飯塚地域自動車産業研究会と合同開催)

●開催日： 2019年10月17日（木） 16:00～19:00

●場所:      エクセレントガーデン迎賓館

●参加者 約38名

〇『マッチングサイト・ビジネスチャンス・ナビ2020の紹介』

(公財)東京都中小企業振興公社 中小企業世界発信プロジェクト事務局

中島 裕貴 氏



4. 社員研修
(直鞍産業振興センター・令和元年度第２回社員研修に合同で参加)

●開催日 2019年１１月１４日(木) 13:30～16:30

●「若手リーダーのためのステップアップ講座」講師ブルーミングスマイルズ 植村恵美氏

●場所 直鞍産業振興センターADOX別館

●参加者 ２０ 名
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5. 合同新年会
(直鞍次世代産業研究会と合同)
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●開催日 2020年１月29日(水) 17:30～20:10

●場所 ジ・エクセレントガーデン迎賓館

●講演 「北九州市の港を活用した物流の構築」について

講師 北九州市港湾空港局

●参加者 45名



６.企業視察
他企業様との情報交換や事業拡販を目的とした企業視察を実施いたしました。

(直鞍次世代産業研究会・飯塚地域自動車産業研究会と合同開催)

・実施日 ２０２０年２月１８日(火) １３:００～

・視察企業 ①デンソー九州 北九州市八幡西区

②福岡県機械電子研究所 北九州市八幡西区

・視察参加企業 ３３ 名 (会員企業・団体等)
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* 参考
自動車研究会会員状況(2020年4月末現在)

※正会員 ４０社 (2020.3.31 １社退会)

※企業支援
１）ﾌｫｰﾗﾑ・セミナー等での冊子配布
２)会員企業への情報伝達(ﾒ-ﾙ等)
３)会員企業からの相談受付・対応
4)会員企業訪問・相談受付・対応
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第二号議案（2019年度収支決算報告）

2019年度直鞍自動車産業研究会

予算・実績 （2019年４月１日～ 2020年３月３１日）

収入の部 （単位：円）

勘定科目
予算額 決算額 比較

摘要
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ－Ａ）

会費収入 410,000 410,000 0
補助金収入 0 0 0
雑収入 100 421,334 421,234 利子・セミナー等(次世代・飯塚)立替費用戻入分

前年度繰入金 1,240,277 1,240,277 0
合 計 1,650,377 2,071,611 421,234

支出の部 （単位：円）

勘定科目
予算額 決算額 比較

摘要
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ－Ａ）

講師旅費・謝金 100,000 0 △ 100,000 総会・セミナー講師費用

旅費交通費 100,000 0 △ 100,000
総会費 180,000 228,823 48,823 総会費用(次世代分立替あり)

会議費 50,000 0 △ 50,000
視察費用 300,000 44,156 △ 255,844 バス費用等

印刷製本費 100,000 0 △ 100,000 冊子更新・印刷費用

通信運搬費 60,000 64,288 4,288HP管理、郵送料等
使用料・賃借料 50,000 0 △ 50,000
講習会・セミナー事業費 450,000 509,360 59,360 合同セミナー(次世代、飯塚分立替あり)

雑費 100,000 88,966 △ 11,034 慶弔費 消耗品 コピー使用料等

予備費 160,377 53,790 △ 106,587 ノートパソコン(次世代研究会と共同購入)
合 計 1,650,377 989,383 △ 660,994
収支差額 0 1,082,228
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監査報告



第三号議案 役員改選について
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役員改選(案)              (敬省略)

旧
新

会長
株式会社 ウチダ
取締役統括部長 大原 大平

株式会社 ウチダ
取締役統括部長 大原 大平 (留任)

副会長

直方精機株式会社
代表取締役 藤永 勝巳

直方精機株式会社
代表取締役 藤永 勝巳 (留任)

株式会社ニッショウテクノス
代表取締役社長 田代 雄二 (辞任)

株式会社 紀之国屋
代表取締役社長 中村 大志 (新任)

QEL株式会社
執行取締役 安部 弘彦 (辞任)

QEL株式会社
取締役 松尾 隆英 (新任)

顧問

北九州市立大学大学院マネジメント研究科
教授 城戸 宏史

北九州市立大学大学院マネジメント研究科
教授 城戸 宏史 (留任)

九州工業大学情報工学部
名誉教授 鈴木 裕 (辞任)

福岡県議会議員
安部 弘彦 (新任)

九州工業大学情報工学部
教授 楢原 弘之

九州工業大学情報工学部
教授 楢原 弘之 (留任)

福岡県議会議員
塩川 秀敏

福岡県議会議員
塩川 秀敏 (留任)

福岡県議会議員
香原 勝司

福岡県議会議員
香原 勝司 (留任)

監査役

株式会社 ワイ・エム・シー
代表取締役 吉田 祐司

株式会社 ワイ・エム・シー
代表取締役 吉田 祐司 (留任)

福岡県商工部 自動車産業振興室
企画主幹 平田 学 (辞任)

福岡県商工部 自動車産業振興室
企画主幹 中田 法正 (新任)



• 外部自動車研究会との連携継続・拡大に
よる企業間の連携強化と新規事業の開
拓推進

• 会員企業への勉強会・講習会・情報伝達
の強化

• 直鞍ビジネス支援センターの活用促進

• 部品展示会等の推進
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第四号議案（2020年度事業計画）（案）



第五号議案（2020年度予算）（案）
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２０２０年度直鞍自動車産業研究会

収支予算案（２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）

収入の部 （単位：円）

勘定科目
2019年度決算 2020年度予算 比較

摘要
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ-Ａ）

会費収入 410,000 400,000 △ 10,000 ４０社(１社減)
補助金収入 0 0 0
雑収入 421,334 100 △ 421,234
前年度繰入金 1,240,277 1,082,228 △ 158,049

合 計 2,071,611 1,482,328 △ 589,283

支出の部 （単位：円）

勘定科目
2019年度決算 2020年度予算 比較

摘要
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ-Ａ）

講師旅費・謝金 0 50,000 50,000 総会・セミナー講師費用

旅費交通費 0 50,000 50,000
総会費 228,823 300,000 71,177 総会費用

会議費 0 50,000 50,000
視察費用 44,156 200,000 155,844 バス費用等

印刷製本費 0 60,000 60,000 冊子更新・印刷費用

通信運搬費 64,288 80,000 15,712
使用料・賃借料 0 30,000 30,000
講習会・セミナー・新年会事業費 509,360 500,000 △ 9,360 他地区自動車研究会等との合同セミナー(予定)

雑費 88,966 30,000 △ 58,966 慶弔費 消耗品等

予備費 53,790 132,328 78,538
合 計 989,383 1,482,328 492,945

収支合計
収支 1,082,228 0 △ 1,082,228



年間スケジュール
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２０２０年度 事業計画

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

2020年度
(計画) 総会

会員企業訪問
新規会員開拓

会員企業訪問
新規会員開拓 合同セミナー 新年会 企業見学会

役員会 ● ● ● ● ●



ご審議、ありがとうございました。
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常設展示コーナー・出展募集
(直鞍産業振興センター別館)
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