
（2020年4月1日〜2021年3月31日）

2021年6月4日金 
18:00〜

【会　場】
 アパホテル名古屋錦エクセレント4F

御岳の間

新型コロナウイルス感染症の非
常事態宣言は解除されましたが、
引き続き変異株による第4波が
広がっていますので感染防止に
努めなければなりません。
なお、オンライン（Zoom)での参
加も可能です。事務局までお申し
出ください。

第6回 定時総会

一般社団法人 中部広告制作協会
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１.　開会 （高橋和代事務局長）
２.　あいさつ （鯉江康平理事長）
３.　議長、議事録署名人、書記選出
　　慣例により議長＝鯉江理事長、書記＝広瀬達也、議事録署名人＝佐藤宏、大宮正紀

４.　議事 （高橋和代事務局長）

第１号議案
　１） 2020-21年度事業報告 （鯉江康平議長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　２） 2020-21年度各委員会事業報告 （鯉江康平議長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　3） 2020-21年度決算報告及び監査報告 （澤田匡希監事）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第2号議案
　１） 2021-22年度事業計画（案）
　　　　全体計画 （佐波敬司副理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　経営委員会（奥一郎担当理事・梶田修委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　会員増強委員会（佐藤宏担当理事・堀正清委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　クリエイティブ委員会（広瀬達也担当理事・清水夏樹委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　広報交流委員会（大宮正紀担当理事・堀江滋生委員長長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　賛助会員委員会（鯉江康平担当理事・中田雅文委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　育成サポート委員会（安藤理恵担当理事・松本高武委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　ビジネスデザインEXPO実行委員会 （佐波敬司担当理事・広瀬達也委員長）・・・・
　　　　ビジネスデザインEXPO選考委員会 （鯉江康平担当理事・安藤禮市委員長）・・・・
　２） 2020-21年度事業予算（案） （鯉江康平議長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

附則
2021年4月1日現在の会員数報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
2020年6月30日現在の定款内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中部広告制作協会 第6回定時総会次第 

4P
17P
18P

22P
23P
23P
23P
23P
23P
23P
23P
23P
24P

25P
26P



3

第１号議案
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■ 第１号議案　2020-21年度事業報告

●2020年6月5日㊎　第5回 定時総会
会場／アパホテル名古屋錦エクセレント4階　御岳の間→紙面総会に変更

新型コロナウイルス感染症拡大により発令された非常事態宣言に伴い、第5回定時総会は紙面総会に変更されまし
た。紙面総会のお願い書、第5回定時総会資料を全会員に配布し議案および予算の承認を得ました。

一般社団法人中部広告制作協会 紙面総会（２０２０-２１年度）のお願い

謹啓 立夏の候、会員皆様におかれましては新型コロナウイルス感染症の拡

大による世界的苦境の中、CAC 活動にご協力・ご尽力いただき厚く御礼申し上

げます。

さて、２０２０年６月５日の開催を予定しておりました CAC 総会＆懇親会は、新型

コロナウイルス感染症の拡大による自粛要請（緊急事態宣言）を受け、やむなく

理事会にて中止を決定いたし、紙面総会にて会員皆様のご協力をお願いする

ことに決まりました。

つきましては、別紙の第５回定時総会資料をご送付させていただきましたので、

正会員様におかれましては資料をご覧の上、同封の「総会議案承認シート」に

第１号〜第３号議案までのご承認をお願い申し上げる次第でございます。

なお、４月２４日に開催された理事会にて会期の延期も検討させていただきまし

たが、新型コロナウイルス感染症の終息に目処が立っていない現状から、延期

ではなく中止に決定させていただきましたこともご了承ください。

新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と、会員皆様の事業継続・雇用確

保を節に願っております。

謹白

２０２０年５月１２日   

一般社団法人中部広告制作協会   

理事長  鯉江康平   

※紙面総会資料及び承認シートは、CAC サイト「DOWNLOAD」にもアップされております。

https://www.chubu-ac.com/download/

（2019年4月1日〜2020年3月31日）

2020年6月5日金 
17:00〜17：45

【会　場】
 アパホテル名古屋錦エクセレント4F

御岳の間
【懇親会】

2020（令和2）年6月5日金 
18:00〜20：00

アパホテル名古屋錦エクセレント4F 御岳の間

新型コロナウイルス感染症拡大により
発令された非常事態宣言に伴い、上記
2020年6月5日㊎開催予定の第5回
定時総会は、紙面総会に変更させてい
ただきました。 

第５回 定時総会

一般社団法人 中部広告制作協会

第5回定時総会 紙面総会 正会員承諾表（2020年5月12日付）（50音順）（34社）

No. 会社名 CAC担当者名 承認日 承認順

1 AsianLustre株式会社 李　　振江 未着

2 株式会社アドパブリシティ 安藤　禮市 20200521 19

3 株式会社アルゴ 堀江　滋生 20200516 14

4 株式会社R.D.C. 村山　辰治 未着

5 株式会社イチマルイチ 丹羽　　学 20200512 8

6 株式会社伊藤美藝社製版所 鈴木　貫志 20200521 17

7 株式会社インパクトたき 西脇　康雄 20200512 7

8 株式会社永昌堂印刷名古屋支店 松浦　敏行 未着

9 株式会社エムアイシーグループ 亀岡　永二　 20200512 9

10 株式会社エルコンパス 奥　　一郎 20200526 24

11 株式会社オーディーエフ 大宮　正紀 20200515 11

12 カタリスト株式会社 松下　敦士 20200512 10

13 株式会社くむ 向井　真人 20200522 21

14 株式会社弘春堂 鈴木　泰三 20200520 16

15 ジャナク株式会社 鯉江　康平 20200512 1

16 株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 20200512 2

17 新日本印刷株式会社 武内　　智 未着

18 株式会社スタジオ・マーク 羽賀　喜一 20200512 5

19 株式会社スタジオ・ワーク 安藤　理恵 20200512 6

20 株式会社空空 梶田　　修 20200526 27

21 株式会社たきC1 清水　夏樹 未着

22 株式会社ディ・スタイル西川 馬場　秀樹 20200516 13

23 株式会社Dual 小林　健三 未着

24 株式会社広瀬企画 広瀬　達也 20200521 18

25 藤成印刷株式会社 大島健太郎 20200512 4

26 株式会社ブレスト 澤野　幸司 20200522 22

27 マグマ株式会社 中野　則秀 20200522 20

28 マツモト印刷株式会社 松本　高武 20200515 12

29 株式会社みどり 瀬古晋之祐 20200527 25

30 株式会社山崎デザイン事務所 山崎　　宏 20200512 3

31 有限会社ラディカル 村田　正男 未着

32 リンコムアソシエーツ有限会社 黒岩　　歩 20200516 15

33 株式会社ルース 佐藤　　宏 20200526 26

34 株式会社ループ 堀　　正清 20200522 23

34社中 27社承認合計数

第１号議案
１）2019-20年度事業報告
２）2019-20年度各委員会事業報告
３）2019-20年度決算報告及び監査報告
第２号議案
１）新旧理事・役員・委員長の紹介
２）理事・監事の選挙開票結果
３）2020-21年度新規委員会の開設及び正副委員長・委員の紹介
第３号議案
１）2020-21年度事業計画（案）
２）2020-21年度事業予算（案）

詳しくは、https://www.chubu-ac.com/report/general/に掲載
されています。
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●2020年6月5日㊎　CAC主催／第7回中部地区クリエイター交流ゴルフ会
会場／東名古屋カントリークラブ 西コース

新型コロナウイルス感染症に負けないゴルフプレイヤーへとの声掛けで9名の参加者で第7回中部地区クリエイター
交流ゴルフ会を開催しました。スタート前の記念撮影はソーシャルディスタンスを守って行われました。
優勝：馬場秀樹さん（G100/N73.6）、準優勝：服部正さん（G78/N74.4)、3位：和田眞爾さん、4位：安藤理恵さん、5
位：安藤禮市さん、同：澤田匡希さん、7位：鯉江康平さん、8位：佐藤宏さん、9位：大宮正紀さんでBMの大宮さんに服
部正さんから5000円の商品券がプレゼントされました。

●2020年9月15日㊋　「第11回ポスターグランプリ」審査会にてCAC中部広告制作協会賞が決定
会場／メディアージュ愛知3階会議室

愛知県・岐阜県・三重県・石川県・富山県印刷工業組合、愛知県印刷協同組合の主催で第11回ポスターグランプリ作
品募集をされ、コロナ禍で心配されましたが、398点のこれまでで一番多い応募がありました。審査員14名の票数によ
りグランプリ、優秀賞、特別賞が選出され、当協会賞も決まりました。

応募告知ポスター グランプリ作品 CCDO賞作品
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CAC賞作品 審査会風景

●2020年7月9日㊍　BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1実行委員会が活動を開始
会場／CAC事務局会議室

応募資格、応募方法、選考結果、ギャラリー展示、交流発表会、オンラインアーカイブ、スケジュール案、予算などの検
討を始めた。

●2020年7月29日㊌
　BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1　第2回ビジネスデザインEXPO実行委員会

会場／CAC事務局会議室

会場について、Webサイトのスケジュール、エントリーフォーム、クリエイター向けエントリー受付、リアルイベント中止の
場合の返金、クリエイター向けエントリーフォームの内容、Webページ内容、告知方法、チラシ配布・内容、来場促進、
選考について打ち合わせた。
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●2020年9月30日㊌
　BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1　第3回ビジネスデザインEXPO実行委員会

会場／Zoomミーティング

現状の応募状況、エントリー情報の確認、問い合わせ対応、来場エントリー、リアル展示、バーチャル展示の閲覧方法、
スケジュール、有能クリエイター応募促進、選考委員会の状況について打ち合わせた。

主催：一般社団法人中部広告制作協会（ビジネスデザインEXPO実行委員会、選考委員会）、株式会社広瀬企画 名古屋市中区新栄2-1-9 雲竜フレックスビル西館15階  ＴＥＬ:052-265-7860
共催： 株式会社国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会
後援：中部経済産業局、愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、名古屋商工会議所、一般社団法人中部経済連合会、中部経済同友会、一般社団法人愛知広告協会、愛知県印刷工
　　　業組合、公益社団法人インテリア産業協会、ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会
協賛：セントラル画材株式会社、株式会社Too名古屋支店、富士ゼロックス愛知株式会社、株式会社モリサワ
協力：CCDO中部デザイン団体協議会構成団体（公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会、公益社団法人日本インテリアデザイナー協会、一般社団法人日本商環境デザイン協会、中部デザ
　　　イン協会、中部クリエーターズクラブ、公益社団法人愛知建築士会、公益社団法人日本サインデザイン協会、一般社団法人日本空間デザイン協会、中部インテリアプランナー協会、公益社団法人
　　　日本グラフィックデザイナー協会）、公益社団法人日本パッケージデザイン協会、公益社団法人日本建築家協会、公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会、公益社団法人日本フラワーデザイ
　　　ナー協会、名古屋イラストレーターズクラブ、公益社団法人日本広告写真家協会、コピーライターズクラブ名古屋、全日本アートフラワーデザイナー協会、日本陶磁器デザイン協会、ナゴヤファッ
　　　ション協会

www.b-designexpo.com

一般社団法人中部広告制作協会ビジネスデザインEXPO実行委員会では、

企業とあらゆるジャンルの有能クリエイターをつなぐ作品ポートフォリオ展示会

「BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1」を開催します。

ビジネスに役立つクリエイターに出会えるチャンスです。

ギャラリー展示では実際のポートフォリオを展示すると共に、クリエイターとの交流会も開催いたします。

ぜひこの機会にご来場頂きますようお願いします。

　日時：2020年12月11日㈮ 19：00～21：00
　会場：NAGOYA INNOVATOR’S GARAGE
　　　　名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F
　 会費：￥2,000

会期：2020年12月9日（水）～13日（日）
　　　  11：00～19：00    

会場：国際デザインセンター4F・デザインギャラリー
　　　名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F
■交流発表会

オンライン展示 （ポートフォリオサイト） ギャラリー展示 （ポートフォリオ展示）

オンライン展示＆ギャラリー展示のハイブリット開催

ビジネスに役立つクリエイターに出会えるチャンス！

100名を超えるクリエイターの
ポートフォリオが集結！

BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1

企業と有能クリエイターを
つなぐポートフォリオ展

広告・宣伝・販促
商品・販売企画
デザイン部
広告代理店
建築・内装

グラフィック・WEB
イラスト・パッケージ
VR・AR・CG
コマーシャルフォト
ファッション・コピー
ジュエリー・プロダクト
インテリア・設計

ビジネスデザインEXPO

企　業 クリエイター

12月1日公開！
ご期待ください。

交流発表会への参加申込は事前にホームページからお申込ください。

あらゆるジャンルのクリエイターが
自慢のポートフォリオを大公開！

BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1

企業と有能クリエイターをつなぐポートフォリオサイト

ビジネスデザインEXPO12月1日公開！ご期待ください。

■お問い合せ先
ビジネスデザインEXPO実行委員会事務局   tel.052-264-1616  fax.052-241-2555 E-mail: info@b-designexpo.com   URL: https://www.b-designexpo.com
株式会社広瀬企画　tel.052-265-7860  fax.052-265-7861 E-mail: info@hirose-kikaku.co.jp   URL: http://www.hirose-kikaku.co.jp/

© ichi design
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●2020年10月7日㊌　ビジネスデザインEXPO選考委員会Zoom会議
参加者＝安藤禮市CAC名誉顧問、森本健CAC顧問、安藤誠一郎CCDO会長、福永祐三元ブラザーデザ
イン部長、小幡真也バッファローデザイン総括部長、林義雄レ・プロローグ代表、鯉江理事長、高橋事務局長。
12月9日〜13日に開催されるBUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1を控え、エントリー者の合否判定
を行う基準やサイトによる審査手順を説明しました。
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●2020年10月14日㊌
　BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1　第4回ビジネスデザインEXPO実行委員会

会場／Zoomミーティング

エントリー運用・促進、Webサイト、後援・協賛・協力について、交流発表会、ギャラリー展示について打ち合わせた。

●2020年10月28日㊌
　BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1　第5回ビジネスデザインEXPO実行委員会

会場／Zoomミーティング

エントリーの現状、交流発表会会場について、ギャラリー展示、審査、手配などについて打ち合わせた。

●2020年10月30日㊎　第8回中部地区クリエイター交流ゴルフ会
会場／東名古屋カントリークラブ西コース

秋晴れの絶好コンディションの中、17名の参加で開催されました。成績は、優勝：前田永治、準優勝：梶田修、3位：黒岩
歩、飛賞10位：服部正、BB賞：佐藤宏となりました。また、参加者全員にお土産もプレゼントしました。
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●2020年11月17日㊋
　BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1　第6回ビジネスデザインEXPO実行委員会

会場／NAGOYA INNOVATOR’S GARAGE

ギャラリー展および交流発表会の現地視察と合わせ、来場促進フライヤー、搬入搬出立ち合い、ギャラリー展示、イベ
ント、規約についてセントラル画材に伊藤さんを交えて打ち合わせた。

●2020年11月25日㊌
　BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1 第7回ビジネスデザインEXPO実行委員会

新型コロナウイルス感染症の第3波により、Vol.1のギャラリー展および交流発表会の延期（来春過ぎ）を決定。オンラ
イン展示サイトの推進に向けた。オンライン展示は予定通り12月1日リリースした。

●2020年11月25日㊌
　ビジネスデザインEXPO選考委員会　オンライン審査実施（11月10日〜25日）

エントリーいただいたクリエイター13名の審査を7名の審査員で実施。審査員から大変でしたが今後は、こう
したオンライン審査が主流になると思いますから良い経験になったとお聞きしました。
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●2020年12月1日㊋
　BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1　第8回ビジネスデザインEXPO実行委員会

会場／Zoomミーティング

クリエイターからの問合せについて、掲載中のクリエイターについて、公開中のサイトについて、応募対象者について、運
用について、ギャラリー会場について、CAC活動記録について、今後の打ち合わせ、経費精算について打ち合わせた。



12

●2020年12月9日㊌　CAC育成サポート委員会 第1回Zoom会議
参加者／鯉江理事長、佐波副理事長、安藤理恵担当理事、松本高武委員長、鈴木泰三副委員長、安藤誠一郎副委
員長（CCDO会長）

フリーペーパー（フルーツ戦士・オレンジマン）デザインの力で親子向け教材「推進願書」について今後の展
開を検討した。参加されたCCDO安藤会長からCCDOも協力できると思いますから12月22日の理事会に
提案いただけることになった。

●2020年12月12日㊏
　ビジネスデザインEXPOサイトが中部経済新聞に掲載されました。
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●2020年12月15日㊋
　ビジネスデザインEXPOサイト「ギャラリー展 in オンライン」公開

●2020年12月15日㊋
　ビジネスデザインEXPOサイト「CAC中部広告制作協会・会員出展者」公開
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●2020年12月21日㊊　CAC事務局によるZoom忘年会
参加者／安藤禮市、鯉江康平、佐波敬司、佐藤宏、馬場秀樹、大宮正紀、向井 真人、山崎宏、堀江滋生、
　　　　松下敦士、二之湯弘一、奥一郎、橋本憲二（AAA）、高橋和代

参加者14名で今年一年の思い出話やコロナ禍による問題解決策など和気あいあいと語り合いました。

●2021年1月15日㊎　18：00〜　CAC新年互礼会がZoomで開催されました。
コロナ禍にあって昨年の状況と新年の抱負が参加者皆様から語られました。
その後のフリートークでは、広瀬達也さんの「人材確保の手法」について投げかけられ皆様のご意見・アイ
デアが紹介されました。参加者（敬称略）は以下の13名でした。

ジャナク／鯉江康平
事務局長／高橋和代
アルゴ／堀江滋生
MICグループ／亀岡永二
ODF／大宮正紀
カタリスト／松下敦士
広瀬企画／広瀬達也
山崎デザイン事務所／山崎宏
ループ／堀正清
フリークリエイター／清水夏樹
セントラル画材／船田善弘
名古屋学芸大学／榎隆浩
愛知広告協会／橋本憲二
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●2021年2月5日㊎　ビジネスデザインEXPO実行委員会Zoom会議
◦ポートフォリオカフェ出展者のビジネスデザインEXPOへの移行
◦バーチャル展示会の構築
◦クリエイターの2次募集
◦企業へのサイト利用促進方法
◦収入源の確保などが検討されました。

●2021年3月16日㊋　第2回 担当理事・正副委員長会議
参加者／鯉江康平、佐波敬司、佐藤宏、奥一郎、広瀬達也、堀江滋生、安藤理恵、安藤誠一郎、馬場秀樹、
　　　　松本高武、清水夏樹、山崎宏、高橋和代、（新会員：川端駿介）
◦参加委員からの近況報告などが行われた。
◦ビジネスデザインEXPOの報告
◦新会員スナップショット川端さんから挨拶

●2021年3月12日㊎　メール理事会
参加者／鯉江康平、佐波敬司、奥一郎、大宮正紀、佐藤宏、広瀬達也、向井真人、安藤理恵
◦新入会員（3社）承認の件→承認

あした・プランニング株式会社、株式会社SNAPSHOT、株式会社テイク

●2021年3月29日㊊　メール理事会
参加者／鯉江康平、佐波敬司、奥一郎、大宮正紀、佐藤宏、広瀬達也、向井真人、安藤理恵
◦退会社（4社）承認の件→承認

新日本印刷株式会社、株式会社スタジオ・マーク、株式会社R.D.C.、株式会社Dual、株式会社弘春堂

第2回
CAC担当理事・正副委員長

Zoom会議
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●2020年4月からCAC事務局月信の発行がされた。
──バックナンバーは、https://www.chubu-ac.com/backnumber/──

●2020-21年度 コロナ時代に向けての社会貢献事業「おウチでデザイン！」動画配信
──デザインの力で少しでも社会に、子どもたちに元気を届けましょう。──

コロナ禍によりネットコミュニケーションやリモートビジネスが進む中、お家で過ごす時間を有意義にするため
「お家でデザインしよう！」を掲げて子ども向けの動画配信「おウチでデザイン！」を進めています。

【文字の反転なし】木工ボンドで転写する紙粘土スタンプ 色画用紙で簡単！球体モビールの作り方【DIY】

【紐に紙を通すだけ】驚くほど簡単なオリジナルカレンダーの作り方 【簡単オシャレ♪】新聞紙 チラシで作るテトラ型キャンドルシェード

【100均の材料で】カンタン楽しく♪オリジナル傘の作りかた

この事業の発案は、会員のODF大宮様によりスタート

しました。幅広いデザイン業界の方々にお声がけしな

がら育てて行きたいと考えています。会員皆様のご支

援・ご協力をお願い致します。
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■ 2020-21年度各委員会事業報告

　◎経営委員会
新型コロナウイルス感染症拡大（第1波）に続き、第2波・第3波により事業活動ができなかった。

　◎クリエイティブ委員会
新型コロナウイルス感染症拡大（第1波）に続き、第2波・第3波により事業活動ができなかった。

　◎広報交流委員会
◦2020年6月5日㊎　第7回中部地区クリエイター交流ゴルフ会開催。
◦2020年10月30日㊎　第8回中部地区クリエイター交流ゴルフ会開催。
◦デザインの力で少しでも社会に、子どもたちに元気を届ける「おウチでデザイン！」動画制作〜YouTube配信。

　◎会員増強委員会
◦2020-21年度（正会員）退会7社（2021年３月31日付）
　　新日本印刷株式会社
　　株式会社スタジオ・マーク
　　株式会社R.D.C.
　　株式会社Dual
　　株式会社弘春堂
　　株式会社インパクトたき
　　株式会社たきC1
◦2021-22年度（正会員）実績３社（2021年4月1日付入会）
　　あした・プランニング株式会社
　　株式会社SNAPSHOT
　　株式会社テイク
　　株式会社たきコーポレーション

　◎賛助会員委員会
2021年1月15日㊎開催の新年互礼会はZoomでの開催になった。

　◎育成サポート委員会
2020年12月9日㊌のZoom会議でスタートしたフリーペーパー（フルーツ戦士・オレンジマン）デザインの力で
親子向け教材づくり事業が動き出したことに満足している。

　◎ビジネスデザインEXPO実行委員会
BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1のギャラリー展示・交流発表会が延期になりましたが、全体事業報告
の通り活発に活動できた。

　◎ビジネスデザインEXPO選考委員会
コロナ禍でも可能なWeb活用審査が無事できたことに満足している。
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■ 第１号議案　第5期（2020-21年度）　決算報告

処理年月日 科目 項目 内訳 金額

2020年04月01日
前年度繰越金 普通預金 266,035

前年度繰越金 手持現金 333,359

小計 599,394

処理年月日 科目 項目 内訳 金額

2020年04月01日
～

2021年03月31日

年会費 正会員 32社×35,000 1,120,000

年会費 個人会員 2名×12,000
1名×7,000 31,000

年会費 賛助会員 8社×50,000 400,000

HP掲載費 HPバナー広告 4社×30,000 120,000

小計 1,671,000

年月日 科目 項目 内訳 金額

2020年08月17日 受取利息 普通預金 6

2021年02月22日 受取利息 普通預金 6

小計 12

年月日 科目 項目 内訳 金額

2021年6月入金 補助金 愛知県 ビジネスデザインEXPO 194,000

小計 194,000

合計 2,464,406

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）

●本年度より決算報告を「収入の部」と「支出の部」のみを表記しています。
一般社団法人中部広告制作協会は、非課税法人として登録していますから課税額は毎年一定の県民税

（21,000円）の納税額となっております。また収支はすべて内税（税込）にて処理いたしております。
そのため、分かりやすい決算報告といたしております。科目・項目・内訳の詳しい書類は事務局出て保管・管理
をいたしておりますので、お知りになりたい内容がございましたら事務局までお問合せください。
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処理年月日 科目 項目 内訳 金額

2021年03月31日 事業費

交流事業 ゴルフ会ほか 133,432

広報事業 ビジネスデザインEXPO 999,845

社会貢献事業 おウチでデザイン！ 63,743

総会事業 資料制作 302,720

小計 1,499,740

処理年月日 科目 項目 内訳 金額

2021年03月31日 管理費

事務局費 12×15,000＋消費税 198,000

WEB運用管理費 ドメイン・サーバ・SSL認証 341,000

諸会費 CCDO、愛知広告協会 154,000

会議費 Zoom 登録費 39,600

租税公課 県民税 21,000

通信運搬費 切手代 14,380

小計 767,980

処理年月日 科目 項目 内訳 金額

2021年03月31日
手数料 送金 銀行振込 3,025

戻し金 EXPO参加費 丹羽デザイン事務所 1,000

小計 4,025

合計 2,271,745

次年度繰越金 192,661

総計 2,464,406

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）

●支出内容の解説
本年度は、新型コロナウイルス感染症により非常事態宣言（第1・2・3波）により事業活動を変更して「ビジネ
スデザインEXPO」に注力しました。
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監査報告書

2021（令和3）年5月25日

一般社団法人 中部広告制作協会
理事長　鯉江康平 殿

一般社団法人 中部広告制作協会
監事　澤田 匡希　 　㊞

私こと監事・澤田匡希は、一般社団法人中部広告制作協会の2020年4月1日から2021年3月31
日までの2020-21年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1.　監査方法の概要

1） 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて
　 計算書類の正確性を検討しました。

2） 業務監査について、理事会に出席し、理事からの業務報告を聴取し、関係書類の閲覧な
　  ど必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討しました。

1.　監査意見

1） 収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく　 　 　　

　 示していると認めます。

2） 事業報告の内容は正しく記載されていると認めます。

3） 理事の職務執行に関する不正の行為又は、法令もしくは定款に違反する重大な事実は
　 ないと認めます。

以上

監事　澤田 匡希　 　㊞
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第2号議案
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主催：一般社団法人中部広告制作協会（ビジネスデザインEXPO実行委員会、選考委員会）、株式会社広瀬企画 名古屋市中区新栄2-1-9 雲竜フレックスビル西館15階  ＴＥＬ:052-265-7860
共催： 株式会社国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会
後援：中部経済産業局、愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、名古屋商工会議所、一般社団法人中部経済連合会、中部経済同友会、一般社団法人愛知広告協会、愛知県印刷工
　　　業組合、公益社団法人インテリア産業協会、ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会
協賛：セントラル画材株式会社、株式会社Too名古屋支店、富士ゼロックス愛知株式会社、株式会社モリサワ
協力：CCDO中部デザイン団体協議会構成団体（公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会、公益社団法人日本インテリアデザイナー協会、一般社団法人日本商環境デザイン協会、中部デザ
　　　イン協会、中部クリエーターズクラブ、公益社団法人愛知建築士会、公益社団法人日本サインデザイン協会、一般社団法人日本空間デザイン協会、中部インテリアプランナー協会、公益社団法人
　　　日本グラフィックデザイナー協会）、公益社団法人日本パッケージデザイン協会、公益社団法人日本建築家協会、公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会、公益社団法人日本フラワーデザイ
　　　ナー協会、名古屋イラストレーターズクラブ、公益社団法人日本広告写真家協会、コピーライターズクラブ名古屋、全日本アートフラワーデザイナー協会、日本陶磁器デザイン協会、ナゴヤファッ
　　　ション協会

www.b-designexpo.com

一般社団法人中部広告制作協会ビジネスデザインEXPO実行委員会では、

企業とあらゆるジャンルの有能クリエイターをつなぐ作品ポートフォリオ展示会

「BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1」を開催します。

ビジネスに役立つクリエイターに出会えるチャンスです。

ギャラリー展示では実際のポートフォリオを展示すると共に、クリエイターとの交流会も開催いたします。

ぜひこの機会にご来場頂きますようお願いします。

　日時：2021年7月2日㈮ 19：00～21：00
　会場：NAGOYA INNOVATORS GARAGE

名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F
　 会費：￥2,000

会期：2021年7月7日（水）～12日（月）
　　　  11：00～19：00    

会場：国際デザインセンター4F・デザインギャラリー
名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F

■交流発表会

）トイサオリォフトーポ（ 示展ンイランオ ）示展オリォフトーポ（ 示展ーリラャギ

オンライン展示＆ギャラリー展示のハイブリット開催

ビジネスに役立つクリエイターに出会えるチャンス！

100名を超えるクリエイターの
ポートフォリオが集結！

BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1

企業と有能クリエイターを
つなぐポートフォリオ展

広告・宣伝・販促
商品・販売企画
デザイン部
広告代理店
建築・内装

グラフィック・WEB
イラスト・パッケージ
VR・AR・CG
コマーシャルフォト
ファッション・コピー
ジュエリー・プロダクト
インテリア・設計

ビジネスデザインEXPO

企　業 クリエイター

好評につき
エントリーを再開
しています。

交流発表会への参加申込は事前にホームページからお申込ください。

■ 第2号議案　2021-22年度事業計画（案）

●全体計画（案）
ビジネスデザインEXPO実行委員会の2020年12月9日㈬〜13日㈰開催予定でしたギャラリー展示（ポートフォリオ
展示）と12月11日㈮開催予定の交流発表会は、新型コロナウイルス感染症の第3波により更に延期となりましたが、
2021年7月7日㈬〜12日㈪の期間で開催できるよう準備しております。（交流発表会は。7月2日㈮に開催）
開催の折りには会員皆様方のご協力よろしくお願いいたします。
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●2021-22年度 各委員会の事業計画（案）

　◎経営委員会事業計画（案）
広告・デザイン・Web制作業界の雇用、資金繰り、経営計画など「抜き差しならない」テーマを中心にセミナー、パネ
ルディスカッション、勉強会はじめ新型コロナウイルス感染症による事業悪化対策「補助金・助成金などの申請方法」
セミナーをZoom（オンライン）を活用して開催、会員社に役立つ経営サポートや情報交換の機会づくりを進める。

　◎会員増強委員会事業計画（案）
1） 次世代を担う若いクリエイター、新しい企業を勧誘対象に正会員・個人・賛助会員の増強を図る。
◦新会員：正会員　株式会社SNAPSHOT　　　 CAC担当者／川端　駿介（2021年4月1日入会）
　　　　　正会員　あした・プランニング株式会社   CAC担当者／川松　龍也（2021年4月1日入会）
　　　　　正会員　株式会社テイク　　 　　　　 CAC担当者／武井　　正（2021年4月1日入会）

　◎クリエイティブ委員会事業計画（案）
CAC全会員内の若手スタッフや学生のクリエイティブ力向上、外部へのCACアピールを推進する。
◦クリエイティブセミナーを実施する。
◦クリエイター交流機会を創出する。
◦対外的なアピールの場づくりなどを検討・実施する。
◦育成サポート委員会と連携し、幼児・学童・生徒へのワークショップ形式を計画する。

　◎広報交流委員会事業計画（案）
1） 春・秋の交流ゴルフ会を開催する。
2） 学生・関係団体、関連企業スタッフとの交流「GATE」を継続する。（年3回開催予定）
3） 同好会の活発な活動を事務局と共にサポートする。
4） 広報活動は基本的にCACホームページで展開する。
5） 協会活動に止まらず時代の流れに即した情報提供（メルマガ）を事務局と共に努める。

　◎賛助会員委員会事業計画（案）
1） 当協会の発展に寄与する要望・意見を収集し、担当理事・正副委員長会議に定義する。
2) 新年互礼会の開催など、会員の交流及び協働事業を積極的に創出する。

　◎育成サポート委員会事業計画（案）
1） 愛知・岐阜・三重3県の幼稚園（1,200園）に無料配布している「ぬり絵フリーペーパー・オレンジマン」と提携し、
　 育成のための企画〜制作・補助金申請のサポートをCCDOと連携して推進する。
2) 未来のクリエイターを創出する実践型ワークショップの開催計画を立案する。

　◎ビジネスデザインEXPO実行委員会（案）
BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1を成功させるために設立した実行委員会です。
1） BUSINESS DESIGN EXPO2020 Vol.1（ポートフォリオ展と交流・懇親会）を遂行する。
2） 企業と有能クリエイターをつなぐポータルサイト（b-designexpo.com）の制作・運用・管理を展開する。

　◎ビジネスデザインEXPO選考委員会（案）
ビジネスデザインEXPOポータルサイト（b-designexpo.com）に登録する有能クリエイターを審査する機関です。
新しくエントリーされた有能クリエイターを随時審査する。
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■ 第3号議案　2021-22年度事業予算（案）

収入の部
項目 摘要 入金 合計

会費 正会員　　　　　 　31社×35,000円 1,085,000 1,085,000
会費 個人会員　　　　　  3名×12,000円 36,000 1,121,000
会費 賛助会員　　　　　  8社×50,000円 400,000 1,521,000
広告掲載費 CACサイト／バナー広告費　3社×30,000円 90,000 1,611,000
懇親会費 定時総会　　　　　　　　　30名×1,000円 30,000 1,641,000
懇親会費 賛助会員委員会・新年互礼会　40名×10,000円 400,000 2,041,000
懇親会費 BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1 100名×1,000円 100,000 2,141,000
セミナー会費 クリエイティブ委員会セミナー　1回開催　100名×1,000円 100,000 2,241,000
イベント費 その他イベント及び同好会・交流会参加費 100,000 2,341,000
協賛費 セミナー及びイベント協賛広告 200,000 2,541,000
雑入費 補助金・祝儀ほか 300,000 2,841,000

前年度繰越金 192,661 3,033,661
合計 3,033,661

支出の部
項目 摘要 出金 合計

年間加盟費 CCDO中部デザイン団体協議会 100,000 100,000
年会費 一般社団法人愛知広告協会 54,000 154,000
運営費 総会（資料・印刷・通信・HP費／会場費） 350,000 404,000
運営費 経営委員会　事業活動費 100,000 604,000
運営費 会員増強委員会　事業活動費 100,000 704,000
運営費 クリエイティブ委員会　事業活動費 100,000 804,000
運営費 広報交流委員会　事業活動費 100,000 904,000
運営費 賛助会員委員会　事業活動費 100,000 1,004,000
運営費 育成サポート委員会　事業活動費 200,000 1,204,000
運営費 ビジネスデザインEXPO実行委員会　事業活動費 500,000 1,704,000
運営費 ビジネスデザインEXPO選考委員会　事業活動費 50,000 1,754,000
運営費 ビジネスデザインEXPO専用サーバ・SSL認証費 143,000 1,897,000
補助金費 CAC同好会　4同好会×20,000円 80,000 1,977,000
補助金費 CAC主催イベント費（ゴルフ、ボウリングなど） 100,000 2,077,000
広告費 協賛広告費（制作費＋掲載費） 50,000 2,127,000
広報費 CACサイト・サーバ費及び運営・管理費 143,000 2,270,000
広報費 CACサイト更新作業費 198,000 2,468,000
通信費 Zoomアカウント費 39,600 2,607,600
事務局費 事務局運営費 132,000 2,639,600
事務局費 事務局経費（通信費・事務用品・送金手数料・慶弔費など） 66,000 2,705,600
事務局費 会議費（ドリンク・資料作成費など） 39,600 2,745,200
租税公課 法人事業税 21,000 2,766,200
予備費 補正予算 100,000 2,866,200

次年度繰越金 167,461 3,033,661
合計 3,033,661
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■ 2021年4月1日現在の会員数報告

■2021年4月1日付　新入会員
　正会員　株式会社SNAPSHOT　　　 CAC担当者／川端　駿介
　正会員　あした・プランニング株式会社   CAC担当者／川松　龍也
　正会員　株式会社テイク　　 　　　　 CAC担当者／武井　　正
　正会員　株式会社たきコーポレーション  CAC担当者／西脇　康雄

CAC正会員名簿（2021年4月1日付）（50音順）（31社）
会社名 担当者名 E-mail TEL 所属委員会

AsianLustre 株式会社 李　　振江 sales@asianlustre.co.jp 052-835-5550 経営
株式会社アドパブリシティ 安藤　禮市 reirei12321@adpub.co.jp 052-971-5005 EXPO選考
あした・プランニング株式会社 川松　龍也　 kawamatsu@ashita-planning.asia 052-508-9986 クリエイティブ
株式会社アルゴ 堀江　滋生 shigeo@argo-corp.net 052-841-5335 広報交流
株式会社イチマルイチ 丹羽　　学 niwa@101maru.com 052-212-7218 経営
株式会社伊藤美藝社製版所 伊藤　公一 info@bigei.co.jp 052-991-2258 クリエイティブ
株式会社永昌堂印刷名古屋支店 松浦　敏行 matsuura_ns@eishodo.biz 052-541-0730 会員増強
株式会社エムアイシーグループ 亀岡　永二　 kameoka@micg.co.jp 0563-56-5111 クリエイティブ
株式会社エルコンパス 奥　　一郎 oku@elcompas.co.jp 052-841-4818 経営
株式会社オーディーエフ 大宮　正紀 omyx@odfjapan.com 052-931-7398 広報交流
カタリスト株式会社 松下　敦士 maz@catalyst.jp 052-228-0471 育成サポート
株式会社くむ 向井　真人 mukai@qumu.co.jp 052-931-0015 EXPO実行
ジャナク株式会社 鯉江　康平 koie@janac.co.jp 052-264-1616 賛助・EXPO選考
株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 saba@thinks-net.com 052-741-8008 EXPO実行
株式会社スタジオ・ワーク 安藤　理恵 rie@studiowork.co.jp 052-915-2152 育成サポート
株式会社SNAPSHOT 川端　駿介 kawabata@snapshot.co.jp 052-935-6500 クリエイティブ
株式会社空空 梶田　　修 osamu@sorakoo.com 0587-21-6008 経営
株式会社たきコーポレーション 西脇　康雄 nisiwaki@impact-taki.co.jp 052-583-1666 クリエイティブ
株式会社テイク 武井　　正 t.takei@teiku.com 052-931-3100 経営
株式会社ディ・スタイル西川 馬場　秀樹 h-baba@nishikawa.jp 052-979-0390 会員増強
株式会社広瀬企画 広瀬　達也 hirose@hirose-kikaku.co.jp 052-265-7860 クリエイティブ
藤成印刷株式会社 大島健太郎 oshima@fujinari.jp 052-841-0588 広報交流
株式会社ブレスト 澤野　幸司 sawano@bresto.co.jp 052-979-6651 広報交流
マグマ株式会社 中野　則秀 nakano@magma-inc.com 052-762-6025 クリエイティブ
マツモト印刷株式会社 松本　高武 takamu@printing.co.jp 052-411-4863 育成サポート
株式会社みどり 瀬古晋之祐 t_sseko@midori-na.co.jp 052-671-4123 クリエイティブ
株式会社山崎デザイン事務所 山崎　　宏 h-yamasaki@yd-c.com 052-264-1533 経営
有限会社ラジカル 村田　正男 m.murata@cr-radical.com 052-241-3955 広報交流
リンコムアソシエーツ有限会社 黒岩　　歩 kuroiwa-a@lincom.co.jp 052-264-0924 育成サポート
株式会社ルース 佐藤　　宏 sato@luz-inc.co.jp 052-253-5314 会員増強
株式会社ループ 堀　　正清 hori@loop-inc.net 052-485-4718 会員増強

CAC個人会員名簿（2020年4月1日付）（50音順）（2名）
社会保険労務士事務所その先へ 水谷　智成 info@sonosakie.com 052-990-2759 経営
フリークリエイター 清水　夏樹 n.shimizu900ss@gmail.com 090-8180-0628 クリエイティブ
株式会社丸由製作所 澤田　匡希 m.sawa@e-maruyoshi.co.jp 052-819-5777 広報交流

CAC賛助会員名簿（2020年4月1日付）（50音順）（8社・校）
広告デザイン専門学校 安藤誠一郎 koude@kdps.ac.jp 052-251-4610 賛助・育成サポート
セントラル画材株式会社 中田　雅文 nakata@central-gazai.co.jp 052-951-8998 賛助
株式会社東海シーオーエーエス 加藤　貴嗣 t.kato@tcoas.com 052-911-0100 賛助
株式会社 Too 名古屋支店 前澤　良樹 y.maezawa@too.co.jp 052-238-0777 賛助
名古屋学芸大学 榎　　隆浩 enoki@nuas.ac.jp / nhoso@nuas.ac.jp 0561-75-2012 賛助
株式会社ビーハーフ 二之湯弘一 ninoyu@behalf.jp 052-586-9631 賛助
富士ゼロックス愛知株式会社 和田　健志 Takeshi.Wada@acx.fujixerox.co.jp 052-229-0513 賛助
株式会社モリサワ 橿本　浩貴 hkashimoto@morisawa.co.jp 052-201-2341 賛助

■2021年3月31日付　退会社
　新日本印刷株式会社　　　  竹内　　智
　株式会社スタジオ・マーク　　羽賀　喜一
　株式会社R.D.C.　　　 　　村山　辰治
　株式会社Dual　　　 　　　小林　健三
　株式会社弘春堂　　　　　  鈴木　泰三
　株式会社インパクトたき　 　  西脇　康雄
　株式会社たきC1　　　　　  大森　浩司
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■定款（申請2020年6月30日）
第１章　　総　則
第１条（名称）
　当法人は、一般社団法人中部広告制作協会と称する。
第２条（主たる事務所）
　当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
第３条（目的）
　当法人は、名古屋市を中心とする中部地域の広告制作関連企

業の団結と活性化を図り、参加企業の地位の向上とビジネスの
繁栄を目指すことを目的とし、その目的に資するため、次の事業
を行う。 

　⑴交流会、研修会、セミナー及び講演会の企画運営 
　⑵広告制作に関する事業、技術のマネジメント及びサポート業務 
　⑶情報誌の制作及び発行 
　⑷前各号に附帯関連する一切の事業
第４条（公告）
　当法人の公告は、官報に掲載する方法またはホームページへの

掲載により行う。
第２章　　会　員
第５条（入会）
　当法人の目的に賛同する広告制作関連事業を営む会社・学校・

個人で、入会した会社・学校・個人を会員とする。 
　２　会員となるには、理事会の承認を得るものとする。
第６条（経費等の負担）
　会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支

払う義務を負う。 
　２　会員は、会員総会の決議により別に定める会費を納入しな

ければならない。
第７条（除名）
　当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目

的に反する行為をし、または会員としての義務に違反したとき
は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「一
般法人法」という。）第４９条第２項に定める会員総会の特別決
議によりその会員を除名することができる。

第８条（会員の資格喪失）
　会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を

喪失する。 
　⑴退会したとき 
　⑵登録代表者が成年被後見人または被保佐人になったとき 
　⑶会員会社が失踪宣告を受け、または解散したとき 
　⑷２期以上会費を滞納したとき 
　⑸除名されたとき 
　⑹総会員の同意があったとき
第９条（退会）
　会員は、いつでも退会することができる。ただし、１か月以上前に

当法人に対して予告をするものとする。
第１０条（会員名簿）
　当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿

を作成する。
第3章　　会員総会
第１１条（構成）
　会員総会は、すべての会員をもって構成する。
第１２条（会員総会）
　当法人の会員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会

は、毎年６月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第１３条（開催地）
　会員総会は、主たる事務所または公の所在地において開催する。
第１４条（招集）
　会員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事

会の決議に基づき、理事長が招集する。
第１５条（議決権）

　正会員は、各１個の議決権を有する。
第１６条（会員総会の決議）
　会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会

員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決
権の過半数をもってこれを行う。

第１７条（招集）
　会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録

を作成する。 
　２　議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名または記名

押印する。
第４章　　役　員
第１８条（役員）
　当法人に、次の役員を置く。 
　⑴理事　３名以上１０名以内 
　⑵監事　１名 
　２　理事のうち、１名を理事長とする。
第１９条（役員の選任）
　理事及び監事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。 
　２　理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
　３　理事のうち、理事のいずれかの１名と次の各号で定める特

殊の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えては
ならない。 

　⑴当該理事の配偶者 
　⑵当該理事の三親等以内の親族 
　⑶当該理事と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同

様の事情にある者 
　⑷当該理事の使用人 
　⑸前各号に掲げる者以外の者で、当該理事から受ける金銭そ

の他の資産によって生計を維持している者 
　⑹前３号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者また

は三親等以内の親族
第２０条（役員の任期）
　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げ
ない。 

　２　監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を
妨げない。 

　３　補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の
任期の満了する時までとする。 

　４　理事及び監事は、辞任または任期満了後において、定員を
欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、
その職務を行う権利義務を有する。

第２１条（役員の解任）
　理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができ

る。ただし、監事を解任する決議は、一般法人法第４９条第２項
に定める特別決議によらなければならない。

第２２条（役員の報酬等）
　理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法

人から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。
第２３条（取引の制限）
　理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会におい

て、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けな
ければならない。 

　⑴自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属す
る取引 

　⑵自己または第三者のためにする当法人との取引 
　⑶当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の

者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引 
　２　前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引

についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
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第２４条（責任の一部免除）
　当法人は、一般法人法第１１４条第１項の規定により、理事または

監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定す
る額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第５章　　理事会
第２５条（構成）
　当法人に、理事会を置く。 
　２　理事会は、すべての理事をもって構成する。
第２６条（権限）
　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 
　⑴業務執行の決定 
　⑵理事の職務の執行の監督 
　⑶理事長の選定及び解職
第２７条（招集）
　理事会は、理事長が招集する。
第２８条（決議）
　理事会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に

加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもっ
て行う。

第２９条（議事録）
　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を

作成する。 
　２　出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名

押印する。
第6章　　計　算
第３０条（事業年度）
　当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１

期とする。
第３１条（事業計画及び収支予算）
　当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始

日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て会員総
会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様
とする。

第３２条（事業報告及び決算）
　当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、

理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会
の承認を経て、定時会員総会に提出しまたは提供しなければな
らない。 

　⑴事業報告書及びその附属明細書 
　⑵貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書 
　２　事業報告については、理事長がその内容を定時会員総会に

報告しなければならない。 
　３　貸借対照表及び損益計算書については、定時会員総会の

承認を受けなければならない。
第３３条（剰余金の不分配）
　当法人は、剰余金の分配を行わない。
第７章　解散及び清算
第３４条（解散）
　当法人は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会

員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議その他法令に
定める事由によって解散する。

第３５条（残余財産の帰属）
　当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会

の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法
人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第８章　　附　則
第３６条（最初の事業年度）
　当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3

月31日までとする。
第３７条（設立時役員）
　当法人の設立時理事、設立時理事長及び設立時監事は、次の

とおりとする。
　設立時理事／鯉江康平、安藤禮市、奥一郎、澤田　匡希、原田

良樹、佐波敬司
　設立時理事長／鯉江康平
　設立時監事／黒岩あゆみ
第３８条（設立時会員）
　当法人の設立時の会員の氏名及び住所は、次のとおりである。 
　鯉江康平　名古屋市名東区猪子石三丁目303番地 
　安藤禮市　愛知県海部郡蟹江町大字須成字藤丸2000番地9 
　奥　一郎　愛知県尾張旭市柏井町弥栄235番地 
　澤田匡希　名古屋市千種区東明町一丁目10番地の3 
　原田良樹　愛知県岡崎市戸崎町字牛転10番地120 
　佐波敬司　名古屋市千種区星が丘元町12番21号
　　　　　　（フォレスト東山パークハウスA-303号） 
　黒岩あゆみ　名古屋市千種区東山元町5丁目51番地の2
第３９条（法令の準拠）
　本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令

によるものとする。
第４０条（役員変更）2018年4月1日
　当法人の理事、理事長及び監事は、次の通りとする。 
　理事／鯉江康平、佐波敬司、奥一郎、馬場秀樹、村山辰治、
　　　　廣瀬達也 
　理事長／鯉江康平 
　監事／黒岩あゆみ
　2020年4月1日
　当法人の理事、理事長及び監事は、次の通りとする。 
　理事／鯉江康平、佐波敬司、奥一郎、廣瀬達也、大宮正紀、
　　　　佐藤宏、向井真人、安藤理恵 
　理事長／鯉江康平 
　監事／澤田匡希
第４１条（役員住所）2018年4月1日
　鯉江康平　名古屋市名東区猪子石三丁目303番地 
　佐波敬司　名古屋市千種区星が丘元町12番21号
　　　　　　（フォレスト東山パークハウスA-303号） 
　奥　一郎　愛知県尾張旭市柏井町弥栄235番地 
　馬場秀樹　名古屋市緑区東神の倉三丁目1508番地 
　村山辰治　名古屋市中村区上米野町１丁目9番地の2 
　廣瀬達也　名古屋市千種区南明町二丁目34番地
　　　　　　（パークハウス南明町401号） 
　黒岩あゆみ　名古屋市千種区東山元町5丁目51番地の2
　2020年4月1日
　鯉江康平　名古屋市名東区猪子石三丁目303番地 
　佐波敬司　名古屋市千種区星が丘元町12番21号
　　　　　　（フォレスト東山パークハウスA-303号） 
　奥　一郎　愛知県尾張旭市柏井町弥栄235番地
　廣瀬達也　名古屋市千種区南明町二丁目34番地
　　　　　　（パークハウス南明町401号） 
　大宮正紀　名古屋市名東区高針五丁目1204番地の1 
　佐藤　宏　名古屋市千種区揚羽町1丁目23番地の1
　　　　　   （茶屋ヶ坂公園ハイツB− 506号）
　向井真人　名古屋市中川区高畑四丁目１５番地
　　　　　　（ＴＫフレンディ１０１号）
　安藤理恵　岐阜県土岐市土岐津町高山１５４番地
　澤田匡希　名古屋市千種区東明町一丁目10番地の3
第４２条（事務局住所）2018年4月1日
　〒460-0008　名古屋市中区栄四丁目16番24号
　　　  　　　　メーゾンオザワビル7F ジャナク株式会社内 
　TEL.052-264-1616　FAX.052-241-2555
　E-mail: info@chubu-ac.com

2021年4月1日 上記の定款作成人
一般社団法人中部広告制作協会　理事長／鯉江康平




