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協会動向

2022年度 定時総会開催2022年度 定時総会開催 

 
一般社団法人日本加工食品卸協会の 2022 年度定時総会が、5 月 27 日（金）レベル２１東
京會舘（東京都千代田区）に於いて開催された。コロナ禍の影響で一昨年、昨年とも大幅に
規模を縮小して開催したが、本年はコロナ以前の規模での開催となった。 
 

2022年度定時総会 要旨 

 

日  時  2022年 5月 27日（金）１３：００～１４：００ 
 場  所  ＬＥＶＥＬ21東京會舘スタールーム 
 議  案  ［報告事項］ 
        第１号議案 ２０２１年度事業報告の件 
        第２号議案 ２０２２年度事業計画並びに収支予算の件 
       ［決議事項］ 
        第１号議案 ２０２１年度決算報告承認の件 
        第２号議案 任期満了に伴う役員選任の件 
        第３号議案 会費の額及び徴収方法の件 
 出席状況  会員総数９３社 出席会員３０社 委任状出席５５社 出席合計８５社 
       賛助会員８６社出席 
 来賓出席  農林水産省新事業・食品産業部食品流通課課長 武田裕紀様 
       農林水産省新事業・食品産業部食品流通課   福岡大祐様 

定時総会 会場 

挨拶する國分晃会長 挨拶する農林水産省 武田課長 
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本部会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  資産の部

１．流動資産

現金預金 51,408,657 46,483,462 4,925,195

現金 75,735 54,075 21,660

普通預金 41,332,922 36,429,387 4,903,535

みずほ銀行 日本橋 9,466,866 6,970,812 2,496,054

三井住友 東京中央 15,157,458 14,387,123 770,335

三菱UFJ日本橋 16,708,598 15,071,452 1,637,146

定期預金 10,000,000 10,000,000 0

三菱UFJ 日本橋 10,000,000 10,000,000 0

前払費用 493,830 493,830 0

流動資産合計 51,902,487 46,977,292 4,925,195

２．固定資産

(2) 特定資産

退職給付引当資産 2,408,850 1,613,250 795,600

みずほ銀行日本橋 2,408,850 1,613,250 795,600

特定資産合計 2,408,850 1,613,250 795,600

固定資産合計 2,408,850 1,613,250 795,600

資産合計 54,311,337 48,590,542 5,720,795

Ⅱ  負債の部

１．流動負債

未払金 2,029,335 443,300 1,586,035

預り金 98,144 98,098 46

健康・介護保険 27,308 27,308 0

厚生年金 47,580 47,580 0

雇用保険 23,256 23,210 46

流動負債合計 2,127,479 541,398 1,586,081

２．固定負債

退職給付引当金 2,408,850 1,613,250 795,600

固定負債合計 2,408,850 1,613,250 795,600

負債合計 4,536,329 2,154,648 2,381,681

Ⅲ  正味財産の部

１．指定正味財産

指定正味財産合計 0 0 0

２．一般正味財産 49,775,008 46,435,894 3,339,114

正味財産合計 49,775,008 46,435,894 3,339,114

負債及び正味財産合計 54,311,337 48,590,542 5,720,795

2021年度 貸借対照表 本部
2022年 3月31日現在
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本部会計 （単位：円）
科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部
１．経常増減の部

(1) 経常収益
受取入会金 20,000 0 20,000
受取会費 59,918,000 55,541,000 4,377,000

正会員受取会費 33,360,000 28,485,000 4,875,000
事業所会員受取会費 1,010,000 990,000 20,000
賛助会員受取会費 22,948,000 23,466,000 △ 518,000
団体賛助会員受取会費 2,600,000 2,600,000 0

雑収益 447,446 500,034 △ 52,588
受取利息 717 1,478 △ 761
雑収益 446,729 498,556 △ 51,827

経常収益計 60,385,446 56,041,034 4,344,412
(2) 経常費用

事業費 42,561,998 33,226,981 9,335,017
役員報酬 8,939,400 8,939,400 0
職員給料手当 3,750,000 3,750,000 0
退職給付費用 747,864 986,248 △ 238,384
福利厚生費 726,985 740,357 △ 13,372
調査研究費 18,502,252 10,800,685 7,701,567
人材育成事業費 196,601 214,614 △ 18,013
情報システム研修会 100,233 111,661 △ 11,428
啓発事業費 5,239,900 3,325,253 1,914,647
賃借料 3,207,672 3,207,672 0
広告宣伝費 1,151,091 1,151,091 0

管理費 14,484,334 12,888,801 1,595,533
役員報酬 570,600 570,600 0
職員給料手当 3,510,000 3,495,000 15,000
退職給付費用 47,736 62,952 △ 15,216
福利厚生費 484,657 493,571 △ 8,914
会議費 1,171,772 1,166,660 5,112
旅費交通費 653,641 616,729 36,912
通信運搬費 235,961 261,064 △ 25,103
消耗品費 1,641,587 1,278,108 363,479
賃借料 2,138,448 2,138,448 0
租税公課 2,428,338 1,376,954 1,051,384
交際費 10,000 11,350 △ 1,350
光熱水料費 181,770 167,341 14,429
会費 1,112,000 1,052,000 60,000
雑費 297,824 198,024 99,800

経常費用計 57,046,332 46,115,782 10,930,550
評価損益等調整前当期経常増減額 3,339,114 9,925,252 △ 6,586,138
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 3,339,114 9,925,252 △ 6,586,138

２．経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
他会計振替額 0 △ 3,000,000 3,000,000
税引前当期一般正味財産増減額 3,339,114 6,925,252 △ 3,586,138
他財務活動支出 0 2,956,285 △ 2,956,285
当期一般正味財産増減額 3,339,114 3,968,967 △ 629,853
一般正味財産期首残高 46,435,894 42,466,927 3,968,967
一般正味財産期末残高 49,775,008 46,435,894 3,339,114

Ⅱ  指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ  正味財産期末残高 49,775,008 46,435,894 3,339,114

2021年度 正味財産増減計算書 本部
2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで
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（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

(流動資産)
現金 手元保管 75,735
預金 普通預金 41,332,922

  みずほ銀行 日本橋 9,466,866
  三井住友 東京中央 15,157,458
  三菱UFJ 日本橋 16,708,598
定期預金 10,000,000
  三菱UFJ 日本橋 10,000,000

前払費用 493,830
51,902,487

(固定資産)
  特定資産

退職給付引当資産 2,408,850
  みずほ銀行日本橋 2,408,850

2,408,850
54,311,337

(流動負債)
未払金 2,029,335
預り金 98,144
  健康・介護保険 27,308
  厚生年金 47,580
  雇用保険 23,256

2,127,479
(固定負債)

退職給付引当金 2,408,850
2,408,850
4,536,329

49,775,008

    負債合計
    正味財産

  固定資産合計
    資産合計

  流動負債合計

  固定負債合計

  流動資産合計

2021年度 財産目録 本部
2022年 3月31日現在

本部会計
貸借対照表科目
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　１．重要な会計方針
　　　　当法人は「公益法人会計基準」（平成20年4月11日　平成21年10月16日改正 内閣府
　　　公益認定等委員会）を採用している。

　（１）引当金の計上基準
　　　退職給付引当金は、要支給額を基準とする計上方式を採用している。
　（２）消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

　２．特定資産の増減額及びその残高
　　　特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

　　科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

退職給付引当預金 1,613,250    795,600      -           2,408,850    

合　　計 1,613,250    795,600      -           2,408,850    

　３．特定資産の財源等の内訳
　　　特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

　　科　　　目 当期末残高
（うち指定正味財
産からの充当額）

（うち一般正味財
産からの充当額）

(うち負債に関する
　対応額）

特定資産

退職給付引当預金 2,408,850    -           -           (2,408,850)  

合　　計 2,408,850    -           -           (2,408,850)  

財務諸表に対する注記
2022年3月31日

　１．特定資産の明細
　　　特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２にて記載している。

　２．引当金の明細
（単位：円）

目的使用 その他

退職給付引当金 1,613,250   795,600 - -          2,408,850   

附　属　明　細　書
2022年3月31日

　　科　　　目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
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物流効率化事業 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  資産の部

１．流動資産

現金預金 7,781,277 5,025,424 2,755,853

普通預金 7,781,277 5,025,424 2,755,853

みずほ銀行 日本橋 7,781,277 5,025,424 2,755,853

未収金 3,888,464 2,811,858 1,076,606

流動資産合計 11,669,741 7,837,282 3,832,459

２．固定資産

(3) その他固定資産

無形固定資産 4,816,200 7,329,000 △ 2,512,800

ソフトウェア 4,816,200 7,329,000 △ 2,512,800

その他固定資産合計 4,816,200 7,329,000 △ 2,512,800

固定資産合計 4,816,200 7,329,000 △ 2,512,800

資産合計 16,485,941 15,166,282 1,319,659

Ⅱ  負債の部

１．流動負債

未払金 5,580,254 4,539,640 1,040,614

未払消費税 706,200 1,239,300 △ 533,100

流動負債合計 6,286,454 5,778,940 507,514

負債合計 6,286,454 5,778,940 507,514

Ⅲ  正味財産の部

１．指定正味財産

指定正味財産合計 0 0 0

２．一般正味財産 10,199,487 9,387,342 812,145

正味財産合計 10,199,487 9,387,342 812,145

負債及び正味財産合計 16,485,941 15,166,282 1,319,659

2021年度 貸借対照表 物流効率化事業

2022年 3月31日現在
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物流効率化事業 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

受取会費 50,000 0 50,000

N-Torus加入登録料 50,000 0 50,000

事業収益 36,334,136 24,870,422 11,463,714

ﾄﾗｯｸ入荷受付･予約ｼｽﾃﾑ利用料 36,334,136 24,870,422 11,463,714

雑収益 43 29 14

受取利息 43 29 14

経常収益計 36,384,179 24,870,451 11,513,728

(2) 経常費用

事業費 34,656,180 27,095,832 7,560,348

保守・インフラ 32,143,380 24,583,032 7,560,348

ソフトウエア償却費 2,512,800 2,512,800 0

管理費 915,854 1,513,931 △ 598,077

租税公課 903,004 1,491,681 △ 588,677

雑費 12,850 22,250 △ 9,400

経常費用計 35,572,034 28,609,763 6,962,271

評価損益等調整前当期経常増減額 812,145 △ 3,739,312 4,551,457

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 812,145 △ 3,739,312 4,551,457

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0

(2) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

他会計振替額 0 3,000,000 △ 3,000,000

当期一般正味財産増減額 812,145 △ 739,312 1,551,457

一般正味財産期首残高 9,387,342 10,126,654 △ 739,312

一般正味財産期末残高 10,199,487 9,387,342 812,145

Ⅱ  指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ  正味財産期末残高 10,199,487 9,387,342 812,145

2021年度 正味財産増減計算書 物流効率化事業

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

(流動資産)

預金 普通預金 7,781,277

  みずほ銀行 日本橋 7,781,277

未収金 3,888,464

11,669,741

(固定資産)

  その他固定資産

無形固定資産 4,816,200

  ソフトウェア 4,816,200

4,816,200

16,485,941

(流動負債)

未払金 5,580,254

未払消費税 706,200

6,286,454

6,286,454

10,199,487    正味財産

  固定資産合計

    資産合計

  流動負債合計

    負債合計

  流動資産合計

2021年度 財産目録 物流効率化事業

2022年 3月31日現在

物流効率化事業

貸借対照表科目
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支部会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  資産の部

１．流動資産

現金預金 19,543,356 15,193,257 4,350,099

現金 49,588 53,620 △ 4,032

普通預金 19,393,768 15,039,637 4,354,131

みずほ銀行 日本橋 3,182,380 1,719,858 1,462,522

北洋 本店営業部 0 2,733,833 △ 2,733,833

七十七銀行 名掛丁 2,269,256 2,334,863 △ 65,607

三菱UFJ 柳橋 1,665,066 1,111,224 553,842

北國銀行 中央市場 220,033 242,211 △ 22,178

三井住友 大阪中央 2,392,285 1,839,712 552,573

福岡銀行 北九州営業部 3,693,572 2,788,998 904,574

中国銀行 倉敷 3,378,772 2,268,938 1,109,834

北海道銀行札幌駅北口 2,592,404 0 2,592,404

定期預金 100,000 100,000 0

北國銀行 中央市場 100,000 100,000 0

流動資産合計 19,543,356 15,193,257 4,350,099

資産合計 19,543,356 15,193,257 4,350,099

Ⅲ  正味財産の部

１．指定正味財産

指定正味財産合計 0 0 0

２．一般正味財産 19,543,356 15,193,257 4,350,099

正味財産合計 19,543,356 15,193,257 4,350,099

負債及び正味財産合計 19,543,356 15,193,257 4,350,099

2021年度 貸借対照表 支部

2022年 3月31日現在
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支部会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

本部配賦金 9,370,000 9,370,000 0

本部配賦金 9,370,000 9,370,000 0

雑収益 601,172 478,122 123,050

受取利息 172 122 50

臨時会費収入 601,000 478,000 123,000

経常収益計 9,971,172 9,848,122 123,050

(2) 経常費用

事業費 3,585,591 2,170,005 1,415,586

会議費 478,028 384,916 93,112

委員会活動費 250,000 268,862 △ 18,862

旅費交通費 104,000 58,527 45,473

通信運搬費 19,422 122,948 △ 103,526

調査研究費 79,200 2,652 76,548

人材育成事業費 2,654,941 1,332,100 1,322,841

管理費 2,035,482 1,465,963 569,519

会議費 261,032 251,191 9,841

旅費交通費 963,681 531,310 432,371

通信運搬費 24,466 17,943 6,523

消耗品費 640 7,010 △ 6,370

租税公課 397,081 275,527 121,554

交際費 2,700 36,800 △ 34,100

委託費 338,182 338,182 0

雑費 47,700 8,000 39,700

経常費用計 5,621,073 3,635,968 1,985,105

評価損益等調整前当期経常増減額 4,350,099 6,212,154 △ 1,862,055

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 4,350,099 6,212,154 △ 1,862,055

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0

(2) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 4,350,099 6,212,154 △ 1,862,055

一般正味財産期首残高 15,193,257 8,981,103 6,212,154

一般正味財産期末残高 19,543,356 15,193,257 4,350,099

Ⅱ  指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ  正味財産期末残高 19,543,356 15,193,257 4,350,099

2021年度 正味財産増減計算書 支部

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

(流動資産)

現金 手元保管 49,588

預金 普通預金 19,393,768

  みずほ銀行 日本橋 3,182,380

  七十七銀行 名掛丁 2,269,256

  三菱UFJ 柳橋 1,665,066

  北國銀行 中央市場 220,033

  三井住友 大阪中央 2,392,285

  福岡銀行 北九州営業部 3,693,572

  中国銀行 倉敷 3,378,772

  北海道銀行札幌駅北口 2,592,404

定期預金 100,000

  北國銀行 中央市場 100,000

19,543,356

19,543,356

19,543,356

    資産合計

    正味財産

2021年度 財産目録 支部

2022年 3月31日現在

支部会計

貸借対照表科目

  流動資産合計
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一般社団法人　日本加工食品卸協会

賛助会員幹事店会

食品取引改善協議会

共通ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ構築専門部会 システム分科会

「N-Torus」運営委員会 「N-Torus」技術専門部会

正 　

副 次世代標準ＥＤＩ検討専門部会

会

長 ＥＤＩ　Ｗ・Ｇ

会

議 税務問題対応Ｗ・Ｇ

経理業務標準化Ｗ・Ｇ

政

執 インボイス制度対応専門部会 流通BMS・CR検討分科会

総 理 策 行

運

委 営 システム専門部会

委 情報システム研究会

員 員 商品画像専門部会

会 会 会

会 物流問題研究会 納品ＬＴ延長問題検討ＷＧ

商品開発研究会 缶詰ブランドオーナー会

法務研究会

事

労務管理研究会

務 環境問題分科会

サステナビリティ研究会

局 ＳＤＧｓ分科会

北海道支部

東北支部

関東支部 流通業務委員会

東海支部

北陸支部　

近畿支部

中四国支部

九州・沖縄支部

2022年度　組織体制

事

2022年度 組織運営体制
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政策委員会・食品取引改善協議会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

〇 伊藤忠食品（株） 福嶋　義弘 取締役 常務執行役員 　
加藤産業（株） 太田　尚史 常務取締役　

〇 国分グループ本社（株） 杉野　直起 取締役 常務執行役員
〇 （株）日本アクセス 奥川　洋介 常務執行役員 

三井食品（株） 阿部　　太 取締役 専務執行役員
◎ 三菱食品（株） 細田　博英 常務執行役員　

（一社）日本加工食品卸協会 時岡　肯平 専務理事
◎印：委員長　　○印：副委員長

執行運営委員会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 神保　敏郎 商品本部　商品統轄部 部長
加藤産業（株） 中岡　良浩 関東総務統括部長
国分グループ本社（株） 酒井　宏高 サプライチェーン統括部　業務改革推進部長
国分首都圏（株） 殿村　貴茂 執行役員 首都圏業務センター部長
コンタツ（株） 津久浦慶邦 専務取締役 営業本部長
（株）サンヨー堂 新網　博信 営業本部商品部 取締役部長
（株）日本アクセス 福岡　良博 審議役 総合企画・ＩＣＴ管掌補佐
三井食品（株） 佐藤　友治 商品本部 副本部長
三菱食品（株） 立目　　昇 商品統括 加食商品オフィス室長

〇 （一社）日本加工食品卸協会 時岡　肯平 専務理事
○印：委員長

共通プラットフォーム構築専門部会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 沼 　　 聡 経営企画本部 経営企画部 部長
加藤産業（株） 松浦　博幸 執行役員 社長室・関連事業統括室管掌兼社長室長
国分グループ本社（株） 品田  文隆 執行役員サプライチェーン統括部 部長

○ （株）日本アクセス 福岡　良博 審議役 総合企画・ＩＣＴ管掌補佐
三井食品（株） 牧村  高志 常務執行役員物流本部長

○ 三菱食品（株） 山本　将毅 常務執行役員 次世代事業統括（兼）ＣＤＯ
（一社）日本加工食品卸協会 時岡　肯平 専務理事
◎：座長　　○：副座長

共通プラットフォーム構築専門部会システム分科会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 福岡 　 隆 情報ｼｽﾃﾑ本部本部長代行兼新基幹ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部部長
加藤産業（株） 枝川 　 勉 情報システム部 課長

○ 国分グループ本社（株） 佐藤登志也 執行役員情報ｼｽﾃﾑ部長兼ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ統括部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ推進部長
（株）日本アクセス 野中  真吾 ＩＣＴ開発部長
三井食品（株） 吉田　行大 システム本部　情報システム部 システム開発室 室長
三菱食品（株） 杉本　智彦 情報ｼｽﾃﾑ本部企業間システム第二ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
○：座長

次世代標準ＥＤＩ検討専門部会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 河野　  崇 ＩＳＣビジネスサポート(株)　営業経理統括部長
伊藤忠食品（株） 佐多　洋文 情報ｼｽﾃﾑ本部情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ開発ﾁｰﾑ ﾁｰﾑ長代行
国分グループ本社（株） 佐藤登志也 執行役員情報ｼｽﾃﾑ部長兼ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ統括部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ推進部長
国分グループ本社（株） 平田  幸則 情報システム部 物流システム二課 グループ長
国分ビジネスエキスパート（株） 南部　祐志 経営統括部長兼業務企画担当兼売掛金管理部 副部長
（株）日本アクセス 佐藤  正信 ＩＣＴ運用部　部長代行兼 ＩＴ機器サポート課
日本酒類販売（株） 松丸　　真 情報物流本部情報統括部 部長
日本酒類販売（株） 小川　勝豊 情報物流本部情報統括部次長兼システム営業課 課長

○ 三菱食品（株） 徳力  　亮 情報ｼｽﾃﾑ本部企業間ｼｽﾃﾑ第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業間Ａﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ
◎ （一社）日本加工食品卸協会 大久保敏男 参与

◎：座長　　○：副座長
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N-Torus　運営委員会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 渡辺　三彦 ロジスティクス本部 ロジスティクス企画部 部長
加藤産業（株） 西山　清三 ロジスティクス部 
国分グループ本社（株） 岸 　 純平 物流統括部 改善推進課長
（株）日本アクセス 小松﨑義則 ロジスティクス企画部 部長
三井食品（株） 奥州　大輔 物流本部 物流統括部 部長

〇 三菱食品（株） 小谷　光司 SCM統括 オフィス室長
富士通（株） 早川　公輝 流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 卸売業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 第一ﾋﾞｼﾞﾈｽ部 部長
（一社）日本加工食品卸協会 時岡　肯平 専務理事
○印：委員長

N-Torus　技術専門部会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

旭食品（株） 芝藤　芳章 ロジスティクス本部トモシア物流推進室　室長
旭食品（株） 三上　欣也 ロジスティクス本部物流企画部企画設計課 係長

〇 伊藤忠食品（株） 村上弘太郎 ロジスティクス本部 ロジスティクス運営部企画チーム
加藤産業（株） 西山　清三 ロジスティクス部 
加藤産業（株） 寺嶋　  結 ロジスティクス部
国分グループ本社（株） 新山　泰子 物流統括部 改善推進課
（株）日本アクセス 木下　崇司 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ企画部 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ企画課 課長
（株）日本アクセス 小泉　咲蘭 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ企画部 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ企画課
三井食品（株） 鈴木　雄介 物流・ｼｽﾃﾑ本部 物流統括部物流推進室
三菱食品（株） 平田　英彦 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ本部 開発第2ｸﾞﾙｰﾌﾟBﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ
三菱食品（株） 鈴木　英知 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ本部 開発第2ｸﾞﾙｰﾌﾟBﾕﾆｯﾄ
○印：座長

情報システム研究会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

旭食品（株） 松井　雄輔 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ本部情報システム部長
伊藤忠食品（株） 土田　康之 情報システム本部　IT・デジタル推進部 部長
加藤産業（株） 野村  眞似 情報システム部付 部長
カナカン（株） 今村　孝樹 取締役　情報システム部長

◎ 国分グループ本社（株） 佐藤登志也 執行役員情報ｼｽﾃﾑ部長兼ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ統括部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ推進部長
コゲツ産業（株） 佐藤　真一 営業本部　営業推進部 部長
（株）ジャパン・インフォレックス 山口  　陽 常務取締役商品情報管理部長 兼 情報システム部長
トモシアホールディングス（株） 小川　俊博 情報システム推進室 室長
トモシアホールディングス（株） 竹内　恒夫 情報システム推進室 顧問
（株）トーカン 野田　能男 営業サポート本部情報システム部 副部長

〇 （株）日本アクセス 佐藤  正信 ＩＣＴ運用部　部長代行兼 ＩＴ機器サポート課
日本酒類販売（株） 小川  勝豊 情報物流本部 情報統括部 次長
三井食品（株） 山下　隆幸 システム本部 情報システム部 部長
三菱食品（株） 大森  裕之 情報システム本部 ＩＴ戦略企画グループマネージャー
ヤマエ久野（株） 原田　明穂 情報システム部 次長
亀井通産（株） 岡橋　辰昭 常務執行役員　営業サポート統括

◇ （株）ファイネット 黒田  　明 営業推進部 部長
◎印：座長　　　〇印：副座長　　　◇印：オブザーバー

物流問題研究会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

旭食品（株） 芝藤　芳章 ロジスティクス本部トモシア物流推進室 室長
伊藤忠食品（株） 渡辺　三彦 ロジスティクス本部ロジスティクス企画部 部長
加藤産業（株） 堂内　寛章 ロジスティクス部 部長
加藤産業（株） 西山　清三 ロジスティクス部

〇 国分グループ本社（株） 堀内　孝之 執行役員物流統括部長
国分首都圏（株） 山本　忠司 物流・システム部長
コンタツ（株） 長澤　憲明 物流統括部 部長
（株）トーカン 今西　友広 営業サポート本部物流企画部 部長
（株）日本アクセス 小松﨑義則 ロジスティクス企画部 部長
日本酒類販売（株） 平山　  修 情報物流本部物流統括部 部長
三井食品（株） 奥州　大輔 物流本部　物流統括部 部長

◎ 三菱食品（株） 小谷　光司 SCM統括 統括オフィス 室長
ヤマエ久野（株） 御舩　弘久 物流部 部長

◇ （株）ファイネット 米田　成起 営業推進部 専任部長
◎印：座長　　　〇印：副座長　　　◇印：オブザーバー
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納品ＬＴ延長問題検討Ｗ・Ｇ （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 渡辺　三彦 ロジスティクス本部　ロジスティクス企画部 部長
伊藤忠食品（株） 稲 垣 　司 広域営業本部業務部  業務第2チームチーム長
加藤産業（株） 西山　清三 ロジスティクス部 課長
加藤産業（株） 阿部　聖司 ロジスティクス部 係長
国分グループ本社（株） 小林　健人 サプライチェーン統括部業務改革推進部業務改革推進課長

〇 国分首都圏（株） 殿村　貴茂 執行役員　首都圏業務センター　物流・システム部管掌
国分首都圏（株） 山本　忠司 情報・システム部長
（株）日本アクセス 小松﨑義則 ロジスティクス企画部 部長
（株）日本アクセス 井口　和彦 ロジスティクス企画部汎用物流課　課長代行
三菱食品（株） 帰山　耕一 SCMｻﾎﾟｰﾄ本部　発注管理 第二グループマネージャー
三菱食品（株） 石﨑　紀嗣 SCMｻﾎﾟｰﾄ本部　発注管理 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟA　ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ
三井食品（株） 吉田　泰三 オペレーション本部 副本部長
〇印：座長

商品開発研究会幹事店会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

加藤産業（株） 成田　憲治 品質保証部 部長
国分グループ本社（株） 織田　啓介 マーケティング・商品統括部 商品開発部長

〇 （株）サンヨー堂 佐藤　哲也 缶詰部部長 品質管理室 室長
三菱食品（株） 高原　正好 品質管理グループＡユニットリーダー
（株）明治屋 佐藤　幸司 本社品質保証部 お客様相談室 参事
〇：座長

法務研究会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

旭食品（株） 筒井　　明 管理統括本部 総務部 次長
伊藤忠食品（株） 千本　徳文 管理本部 法務・コンプライアンス部 部長　
伊藤忠食品（株） 齋藤　広明 管理本部 法務・コンプライアンス部 部長代行　
加藤産業（株） 加藤　禎久 ＣＳＲ推進部 部長
加藤産業（株） 里中　　彌 ＣＳＲ推進部 係長
国分グループ本社（株） 徳永　雅憲 法務部副部長 兼リスクマネジメント課長
（株）日本アクセス 中村  一郎 法務・コンプライアンス部 部長
日本酒類販売（株） 清水　徹也 管理本部法務部 部長
日本酒類販売（株） 郷右近  健 管理本部法務部法務課 課長 
三井食品（株） 井元佳代子 コーポレートスタッフ本部 法務部長
三菱食品（株） 福永　泰介 コーポレート担当役員補佐（法務・コンプライアンス）
三菱食品（株） 上辻　裕樹 コーポレート担当役員（CFO）投融資・審査ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
座長：輪番制

労務管理研究会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 桂　　裕之 管理本部人事総務部 部長代行
加藤産業（株） 高野　宜則 総務部長
カナカン（株） 高嶋　成久 常務取締役 管理本部長兼人事総務部長
国分グループ本社（株） 森本　健治 人事総務部 副部長
（株）日本アクセス 山本　  進 人事・総務部長
日本酒類販売（株） 磯田  　智 管理本部総務部 部長
三井食品（株） 須賀  　学 コーポレートスタッフ本部 人事総務部長
三菱食品（株） 長谷川和典 人事グループマネージャー
座長：輪番制

サステナビリティ研究会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

〇 国分グループ本社（株） 古賀　秀之 経営企画部 サステナビリティ推進課長
三菱食品（株） 西村  武司 経営企画本部ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
三菱食品（株） 小林　一之 SCM統括 統括オフィス 担当次長
○印：座長
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環境問題分科会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

旭食品（株） 半田俊一郎 管理統括本部 総務部長
旭食品（株） 水口　　聡 管理統括本部 総務部総務課長
伊藤忠食品（株） 神山　浩二 ロジスティクス本部 本部長代行
加藤産業（株） 安井  弘人 ＣＳＲ推進部 課長
加藤産業（株） 阪上　秩早 ＣＳＲ推進部
国分グループ本社（株） 古賀　秀之 経営企画部サステナビリティ推進課長
国分グループ本社（株） 野田　東男 経営企画部サステナビリティ推進課 グループ長
（株）日本アクセス 高橋  　徹 ロジスティクス管理部 ロジスティクス管理課 課長
（株）日本アクセス 田近　博巳 広報・ｻｽｲﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進部ｻｽｲﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進課 課長
日本酒類販売（株） 土師嘉一郎 管理本部 管理部 次長
三井食品（株） 渡部　孝一 物流本部 物流統括部 物流管理室

〇 三菱食品（株） 小林　一之 SCM統括 統括オフィス 担当次長
三菱食品（株） 永島武之辰 コーポレート担当役員
○印：座長

ＳＤＧｓ分科会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

旭食品（株） 肘井　貴宏 経営企画本部 経営企画部長
旭食品（株） 岡林　章一 経営企画本部 経営企画部 ＣＳＲ推進課長
伊藤忠食品（株） 山田  育実 経営企画本部経営企画部ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進ﾁｰﾑ 課長補佐
加藤産業（株） 安井  弘人 ＣＳＲ推進部 課長
加藤産業（株） 阪上　秩早 ＣＳＲ推進部
国分グループ本社（株） 古賀　秀之 経営企画部ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進課 課長
国分グループ本社（株） 平賀　織江 経営企画部ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進課 ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
（株）日本アクセス 工藤　　拓 広報・ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進課課長代行
日本酒類販売（株） 土師嘉一郎 管理本部 管理部 次長
三井食品（株） 米山　　実 経営企画部

〇 三菱食品（株） 西村  武司 経営企画本部ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
三菱食品（株） 内海  義秀 経営企画本部ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟSDGs推進ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ
三菱食品（株） 松下  絵美 経営企画本部ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨｸﾞﾙｰﾌ企画ﾕﾆｯﾄ 課長
○印：座長

ＥＤＩ　Ｗ・Ｇ （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 佐多　洋文 情報システム本部 IT・デジタル推進部 デジタル推進ﾁｰﾑ
加藤産業（株） 森    拓也 情報システム部 係長

〇 国分グループ本社（株） 平田　幸則 情報システム部物流システム二課 グループ長
（株）日本アクセス 真木　駿介 ICT開発部 開発第2課
日本酒類販売（株） 上田　純士 情報物流本部情報統括部開発二課
（株）ファイネット 大串　俊裕 企画部 専任部長
三井食品（株） 白澤　崇嗣 システム本部 情報システム部 システム開発室
三菱食品（株） 徳力  　亮 情報ｼｽﾃﾑ本部 企業間ｼｽﾃﾑ第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 企業間Ａﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ
○印：座長

税務問題対応Ｗ・Ｇ （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 森上　真衣 財経本部 財経部 主計・IRチーム 課長補佐　　
加藤産業（株） 川上　  徹 経理部 専任課長

〇 国分グループ本社（株） 川副　友紀 国分ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ（株）経理財務管理部 会計・税務課課長
国分グループ本社（株） 鈴木  淳史 国分ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ（株）経理財務管理部 会計・税務課
（株）日本アクセス 吉本　修一 財務経理部 部長代行　　　　　　　　　　　　　　
（株）日本アクセス 上野川弘将 財務経理部 経理課長　　　　　　　　　　　　　
三井食品（株） 太田　敏弘 経理財務本部 経理部長
三菱食品（株） 葛巻　良介 経理グループ マネージャー
○印：座長
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経理業務標準化Ｗ・Ｇ （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 河野　  崇 ＩＳＣビジネスサポート（株） 営業経理統括部長
○ 国分グループ本社（株） 南部　祐志 国分ビジネスエキスパート（株） 経営統括部長

国分グループ本社（株） 木村　光晴 国分ビジネスエキスパート（株） 買掛金管理部一課 課長
（株）日本アクセス 奥田　明彦 事務管理部 部長
（株）日本アクセス 阿久津春美 事務管理部 買掛金リベート管理第１課長
三井食品（株） 松坂　史郎 経理財務本部 企画業務副部長
三菱食品（株） 中村　隆志 商品統括 マスタ管理グループマネージャー
○印：座長

インボイス制度対応専門部会 （社名５０音順　敬称略）
会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品（株） 河野  　崇 ＩＳＣビジネスサポート（株）　営業経理統括部長
伊藤忠食品（株） 森上  真衣 財経本部財経部 主計･IRチーム 課長補佐
伊藤忠食品（株） 佐多　洋文 情報ｼｽﾃﾑ本部 情報ｼｽﾃﾑ部 ｼｽﾃﾑ開発ﾁｰﾑ ﾁｰﾑ長代行
加藤産業（株） 富永　洋一 情報システム部 係長

○ 国分グループ本社（株） 南部　祐志 国分ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ（株） 経営統括部長
国分グループ本社（株） 川副　友紀 国分ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ（株） 経理財務管理部 会計・税務課 課長
国分グループ本社（株） 平田  幸則 情報システム部 物流システム二課 グループ長
国分グループ本社（株） 寺田佳奈子 国分ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ（株） 経理財務管理部 会計・税務課
（株）日本アクセス 山口  隆広 ICT開発部 開発第1課
（株）日本アクセス 室谷  光昭 事務管理部 業務管理課長
（株）日本アクセス 中馬  典子 財務経理部 経理課
日本酒類販売（株） 北島  洋史 財務本部 財務部 部長
日本酒類販売（株） 小澤    誠 業務本部 業務管理部 次長
日本酒類販売（株） 小池  洋一 情報物流本部 情報統括部 次長
三井食品（株） 松坂  史朗 経理財務本部 企画業務部 副部長

○ 三菱食品（株） 磯谷  成男 経理グループ
三菱食品（株） 桑原　芳幸 情報システム本部 基幹開発グループ
三菱食品（株） 宮原　大介 経理グループ
（一社）日本加工食品卸協会 時岡  肯平 専務理事

◎ （一社）日本加工食品卸協会 大久保敏男 参与
◎印：座長　　　〇印：副座長
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支部活動

2022年度 関東支部定時総会開催 

 
一般社団法人日本加工食品卸協会関東支部の 2022年度定時総会が 6月 2日（木）、レベル
２１東京會舘（東京都千代田区）に於いて開催された。本部定時総会同様、コロナ禍の影響
で二年連続して規模縮小や書面決議等での開催を余儀なくされたが、本年はコロナ以前の
規模での開催となった。 
 

2022年度関東支部定時総会 要旨 

 

日  時  2022年 6月 2日（木）１４：００～１５：３０ 
 場  所  ＬＥＶＥＬ21東京會舘スタールーム 
 議  案   第１号議案 ５月２７日開催 本部定時総会の報告 
        第２号議案 ２０２１年度事業報告に関する件 
        第３号議案 ２０２１年度決算報告に関する件 
        第 4号議案 ２０２２年度事業計画案に関する件 
        第５号議案 ２０２２年度収支予算案に関する件 
        第６号議案 役員改選に関する件 
        第７号議案 その他 
 出席状況  会員総数３８社 出席会員２４社 委任状出席１４社 出席合計３８社 
             賛助会員、団体賛助会員７２社、業界紙５社出席 
  
特別講演会 「みどりの食料システム戦略について」 

       農林水産省 関東農政局 経営・事業支援部 部長  坂本 里美 様 
 

議長を務める佐々木支部長 関東支部定時総会 会場 
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2022年度 中四国支部定時総会開催 

 
一般社団法人日本加工食品卸協会中四国支部の 2022年度定時総会が 6月 8日(水)、ホテル 
グランヴィア広島 21階スカイバンケット「曙光」にて開催された。 

 
2022年度 中四国支部定時総会 要旨 

   日  時  2022年 6月 8日（水）11:00～13:00 
   場  所  ホテルグランヴィア広島 21階スカイバンケット「曙光」 

議  案  2021年度事業報告の件    2021年度決算報告書承認の件 
         2022年度事業計画の件    2022年度収支予算案承認の件 
         役員改選に関する件 
   出席状況  会員総数 15社 出席会員 8社 委任状出席 7社 合計 15社 
 
 

2022年度 北海道支部交流会開催 

 
一般社団法人日本加工食品卸協会北海道支部の 2022年度交流会が 6月 20日（月）、「ロイト 
ン札幌」に於いて開催された。 

 
2022年度 北海道支部交流会 要旨 

日  時  2022年 6月 20日（月）１５：００～１７：００ 
 場  所  ロイトン札幌 （リージェントホール、キャッスル） 
 次  第  ・支部長挨拶  日本アクセス北海道株式会社 

                 代表取締役社長   黒沢 忠寿 
         ・本部活動報告 日食協専務理事   時岡 肯平  
         ・講 演    ボイスオブサッポロ代表取締役 橋本登代子氏 
                 演題：「あゝ話が通じない」（上司と部下のコミュニケーション） 

 出席状況  ・会員、賛助会員、事業所会員 報道、ほか 計１１０名 
 
 
 
 
 

北海道支部交流会 会場 講演する橋本登代子氏 

2022年度 中四国支部定時総会開催 

 
一般社団法人日本加工食品卸協会中四国支部の 2022年度定時総会が 6月 8日(水)、ホテル 
グランヴィア広島 21階スカイバンケット「曙光」にて開催された。 

 
2022年度 中四国支部定時総会 要旨 

   日  時  2022年 6月 8日（水）11:00～13:00 
   場  所  ホテルグランヴィア広島 21階スカイバンケット「曙光」 

議  案  2021年度事業報告の件    2021年度決算報告書承認の件 
         2022年度事業計画の件    2022年度収支予算案承認の件 
         役員改選に関する件 
   出席状況  会員総数 15社 出席会員 8社 委任状出席 7社 合計 15社 
 
 

2022年度 北海道支部交流会開催 

 
一般社団法人日本加工食品卸協会北海道支部の 2022年度交流会が 6月 20日（月）、「ロイト 
ン札幌」に於いて開催された。 

 
2022年度 北海道支部交流会 要旨 

日  時  2022年 6月 20日（月）１５：００～１７：００ 
 場  所  ロイトン札幌 （リージェントホール、キャッスル） 
 次  第  ・支部長挨拶  日本アクセス北海道株式会社 

                 代表取締役社長   黒沢 忠寿 
         ・本部活動報告 日食協専務理事   時岡 肯平  
         ・講 演    ボイスオブサッポロ代表取締役 橋本登代子氏 
                 演題：「あゝ話が通じない」（上司と部下のコミュニケーション） 

 出席状況  ・会員、賛助会員、事業所会員 報道、ほか 計１１０名 
 
 
 
 
 

北海道支部交流会 会場 講演する橋本登代子氏 


