
平成 30年 5月 25日

平成 29年度 監査報告

公益社団法人 大阪技術振興協会

理事長 岸 田 順 三 殿

長 野 博 夫
⑬

関川詞之⑬
高坂嘉勝霊認)

監  事

監 事

私たち監事は、定款第 22条 (監事の職務)の定めにより、当協会の平成 29年 4月 1日 から平成 30年

3月 31日 までの平成 29年度の定期業務監査および会計監査を行いましたので、以下の通 り報告 します。

事監

監査 目的

日  時

公益社団法人大阪技術振興協会の平成 29年度業務監査および会計監査を行 う。

平成 30年 5月 10日 (木) 午後 13:00～ 16:30

平成 30年 5月 21日 (月 ) 午後 13:30～ 15:30

公益社団法人大阪技術振興協会事務室場  所 :

監 査 人 :

監事 :長野博夫、関川詞之、高坂嘉勝

出 席 者 :

裕、田中耕治、末常伸一中道受託業務委員会  :

亀尾恭司、徳本行信技術士育成委員会 :

勝南方英則、奥村EA21普及委員会 :

科学・技術普及委員会 : 細谷陽三

白川俊一税理士会計事務所 :

吉田専務理事、深田事務局長、奥田局員協会事務局 :

資  料 :平成 29年度 業務・会計監査 (別紙資料)

監査所見

1.受話業務委員会・受託業務部会

事業 目標 :公共工事の工事監査、工事検査、発注者支援事業

1)平成 29年度受託業務の当初売 り上げ目標、前年比 105%の 目標値を達成できた。

2)公共工事の工事監査、工事検査、発注者支援業務が拡大できた。

3)工事監査・検査技術の向上のために、自治体の満足度調査アンケー ト、他団体の報告書の調査・比較、

手引書の改訂、研修会の実施 (8回、延 178名 出席)な どを行った。

4)人材確保の状況 :新入部会員 13名 、登録会員 80名
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5)パンフレットの配布実施。関東、東北地方からの問い合わせが増加 している。

6)受託業務報告書の確認指定件数は 4件。内 2件は新入部会員のもの。

7)受託業務の品質は、現地調査の進め方と同時に、報告書の内容で決まる。受託業務部会員相互によ

る報告書の確認作業を定例化することを検討いただきたい。

8)最近における売上げが前年度比 105パーセン トをクリアできているのは、都会活動による会員相互

のコミュニケーションと専門技術の向上、客先である自治体への広報活動の努力に負 うところが大き

い 。

2.技術士育成委員会

事業目標 :収益事業。個人、団体の指導と支援を通 じて、技術士試験の合格を目指す。

1)一次セミナーの平成 29年度売上げが、平成 25年度実績に比べて大幅に減少 し、年度毎の低下に歯

止めが効かない状況であるが、何か対策はないのか。

2)二次セ ミナーはコースの多様化などの対策により、この 5年間安定した実績を残 している。平成 29

年度の売上げは、ほぼ予定額を確保 している。

3)一次セミナー及び二次セミナーとも、協会が扱 う個人セ ミナーの売り上げよりも、企業の売り上げ

の方が大幅に増えている。 しかし、継続的に依頼のあつた企業においても事業方針の変更により契約

に至らなくなる場合があり、売 り上げに大きな影響を与える。

4)売上げの安定化対策として、大手の会社ばかりではなく、技術士資格を業務上必要としている中小

企業、団体 (特 に建設業)に働きかけて、受講者を集める方法を考えたらどうでしょうか。

5)面接試験セミナーは、幸い協会の集客力が大きい。受講者拡大に努力して下さい。

6)技術士業務研修コースは、従来言われているように、会員増強に有力な手段である。今回、受講者

8人の内、6名 が入会 した。

7)当セミナー受講者の合格率が芳 しくない。二次セ ミナーでは、協会 Aコ ースの合格率は高いが、B

コース、及び団体セミナーは低い。協会の技術士受験セミナーの知名度アップのために、合格率の飛躍

を念頭においた指導が必要な時期になつていると思われる。

3.EA21普及委員会

事業目標 :環境省主導の環境改善の活動 「エコアクション 21」 を社会に普及 し,主に,C02を減らすた

めの活動をする。

1)平成 29年度事業収入は、認証と登録費用、及び大阪湾フェニックス EA21推進支援事業費から成 り

立つが、平成 30年度からフェニックス支援事業がなくなるので、このままでは、収入の大幅減収が見

込まれる。

2)会員 H名 で、普及委員会は 3ヶ 月に 1回開催、普及部会は毎月開催、関係企業グリーン化プログラ

ム、自治体イニシアチブプログラム、Eco CRIP参加企業の募集など精力的に活動 している。

3)地域事務局の活動に関して、地域事務局 EA21管理業者は年初 79社であつたが、新規加入者 4社に

対 して、取り下げが 9社あり、実質 5社の減少となつた。

4)判定委員会を毎月 1回開催、年間で 40回審査を行つた。前年度より3件減少 した。

5)EA21支援互栄の会を設立 し、協会会員よりの企業紹介、及び認証取得までの支援協力を得るよう努
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力されたい。

6)EA21に取 り組む事業者が次第に減少する傾向にある。経営面でのメッリトが生まれるように事業者

を支援 していくとともに、大阪府中小企業家同友会での会合を通 して EA21の 支援企業を増やされたい。

また、大阪だけではなく、兵庫、和歌山、京都、滋賀、奈良など関西地区に活動を広めて欲 しい。

4.科学 。技術普及委員会

事業目標 :省エネルギーや脱 C02エ ネルギーなどに関する補助金交付申請の支援事業

1)平成 29年度活動実績は、電話での問い合わせは数件あったが,受注には至らなかった。

2)今年度の取 り組みは、大阪府エネルギー政策課と共に MOB10と の連携に参画して省エネ支援に取組

む。協会の申請支援の費用が安くても, しつかり仕事ができるという知名度獲得に努力する。

3)国や自治体が進めている省エネルギー対策に積極的に関わつているので,平成 30年度は,是非,実

績を積んで欲 しい。

5.会計監査

1)会計監査の方法及びその内容

① 平成 29年度会計・業務監査の内、会計監査は下記の日程で 2日 間調査を実施した。

5月 10日 (木)  午後 1時～4時 30分

5月 21日 (月 )  午後 1時 30分～3時 30分

② 本調査にあたり、平成 29年度における当協会の事業実施にともなう決算書類について、深田事務

局長から説明を受けた後、定款及び関連諸規定に基づき平成 29年度決算書類について総勘定元帳を

はじめとする帳簿類などを調査した。

調査した決算書類は下記のとおりである。

・ 平成 29年度 (第 6期)収支計算書 (案 )

・ 貸借対照表      平成 30年 3月 31日 現在 (決算)

。 平成 29年度 財産目録 平成 30年 3月 31日 現在

・ 平成 29年度収支計算書に対する注記

・ 財務諸表に対する注記   自 平成 29年 4月 1日 、至 平成 30年 3月 31日

・ 正味財産増減計算書    自 平成 29年 4月 1日 、至 平成 30年 3月 31日 (決算)ま で

。 平成 29年度 (第 6期 )正味財産増減計算書内訳表 (案 )

なお、その他調査した帳簿類は、主要簿として、総勘定元帳、会計伝票と補助簿として、現金出納

帳、預金出納帳、会員管理台帳、月別収支予算管理表、固定資産台帳等である。

2)計算書類等の監査結果について

① 調査した決算書類及び総勘定元帳をはじめとする帳簿類は、公益法人会計基準及び同基準に準拠

した当協会の会計処理規則に基づいて適正に示されていると認められる。

② 平成 29年度末決算の状況、事業計画に基づく収支状況、管理費予算の執行状況は、いずれも適正

に実施されているものと認められる。

③ 当協会の固定収入として位置づけられる会費収入は、平成27年度から3カ年の推移を見てみると、

4%程度で推移 している。特に会員の高齢化を考慮すると会員数の増強は今後の喫緊の課題と考え
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られる。

④ 平成 29年度末決算の貸借対照表における流動資産と流動負債との差額は、収支計算書の次期繰越

収支差額と一致するとともに、プラスとなつており、余裕があるものと認められる。

6.特記事項

随時監査を平成 30年 9月 中旬に行 う。受話業務委員会、技術士育成委員会、EA21普及委員会を対象

に考えているが、監査項目は専務理事と相談の上決める。

以  上
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