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第７２回通常総会 開催 

 

第７２回通常総会は、５月１８日（水）午後３時 

からシェラトン都ホテル大阪（大阪市天王寺区） 

において、組合員、賛助会員ら３７名が出席して 

開催いたしました。 

奥中泰征理事長の挨拶で開会。 

事務局より資格審査報告で本総会は成立している 

ことの報告があり、総会議長に西本武司理事を選 

出して議案の審議に入り、別記の通り提出議案は 

全て承認可決されました。 

最後に中野裕司副理事長の閉会の辞で、総会は終 

了しました。 

 

≪奥中泰征理事長挨拶 要旨≫ 

 

 今回３年ぶりに通常総会を本来の形で開催することができたが、この間の新型コロナの影

響、また昨今ではウクライナ情勢により、各社の事業環境も大きく変化していると思う。 

足元を見ると、かねてから上昇傾向にあった原料価格の更なる高騰に加え、中国のゼロコロ

ナ政策により海運が大混乱し、コンテナが６週間遅延することもあったほか、穀物・油脂関

連の将来的な供給不安も懸念されている。 

 当組合は、石鹸・洗剤メーカーとそのサプライヤーの皆様で構成・運営され、その大きな

目的の１つは行政との連携及び窓口を担うことである。現在は将来の教科書に載るような動

乱の渦中にあり、行政との連携を保ちながら、生活必需品である石鹸・洗剤を安定供給し、

人々の清潔で安全な生活に寄与できるよう組合運営を行っていきたい。 

 



第７２回通常総会決議ご報告  
 

第１号議案  令和３年度  事業報告書、収支決算書、財産目録、貸借対照表、損益

計算書、剰余金処分案及び会計監査報告の承認に関する件  

 

本件は事業報告の内容、計算書類の内容及び監査結果を報告し、承認されました。 
 

第２号議案  令和４年度  事業計画案及び収支予算案の承認に関する件  
 

本件は事業計画案、収支予算案の内容について説明し、承認可決されました。 
 

第３号議案  令和４年度  経費の賦課に関する件  
 

本件は前年通りで内容に変更なく、原案通り承認可決されました。 
 

第４号議案  日本石鹸洗剤工業組合の経費負担に関する件  
 

本件は日本石鹸洗剤工業組合西日本支部として、前年通りで内容に変更なく、 

原案通り承認可決されました。 
 

第５号議案  理事・監事全員任期満了につき改選に関する件  
 

本件は定款第３２条「役員の選挙」の規定により、指名推薦の方法で行い、選考  

委員によって被指名人  理事１１名  監事２名が発表され、出席者全員の同意を 

もって承認されました。 

 

 

新役員  就任  
 

通常総会に続いて理事会が開催され、第１号議案「代表理事(理事長)・副理事長・専務理事

の選任に関する件」を審議して新役員を選出、承認されました。 

総会及び理事会で決定、就任いたしました新役員は次の通りです。 

                              （敬称略） 

 氏  名 事 業 所 名  

理 事 長 奥中泰征 ㈱マスター (再 任) 

副理事長 中野裕司 ㈱フェニックス  〃 

副理事長 福田雅明 ㈱テシマ化研  〃 

専務理事 氏田忠夫 近畿石鹸洗剤工業協同組合  〃 

理  事 西川茂樹 ㈱コスモビューティー  〃 

   〃 桶谷正廣 桶谷石鹸㈱  〃 

   〃 奥山吉昭 ㈱ニイタカ  〃 

   〃 西本義治 日本合成洗剤㈱  〃 

   〃 小川 淳 ㈱マックス  〃 

   〃 西本武司 ㈱東邦  〃 

   〃 渋谷禎彦 澁谷油脂㈱  〃 

監  事 播磨 亘 播磨油脂工業㈱  〃 

  〃 大前敏和 セッツ㈱  〃 

相 談 役 渋谷卓磨 澁谷油脂㈱  〃 

 



・講演会  

 

総会終了後の講演会では、株式会社商工組合中央金庫 本部  

産業調査部 次長 百武伸英氏より、｢最近の経済情勢について｣ 

と題して  

① 内外経済の情勢 ② 石けん・洗剤関連データー  

③ 価格転嫁について      等のご講演をいただきました。  

 

・懇親会  

 

続いて行われた懇親会では、奥中泰征理事長の挨拶、来賓祝辞（大阪府中小企業団体中央会 

三宅総務部長、株式会社商工組合中央金庫 船場支店 田中次長）に続いて、大阪府知事表彰 産

業功労者表彰 受賞者の中野裕司副理事長、福田雅明副理事長の両氏に対して奥中理事長より

記念品の贈呈があり、地方独立行政法人大阪産業技術研究所 小林哲彦理事長の乾杯のご発声

で開宴。組合員・賛助会員らが相互に懇親を深め、福田雅明副理事長の中締めで終了しまし

た。 

≪来費の挨拶 （祝辞の一部掲載）≫ 

三宅泰太郎 様 （大阪府中小企業団体中央会 総務部長） 

国内の中小企業が厳しい環境にある中、組合員企業の経営安定につながる事業を実施する

組合の役割はますます重要になる。中央会としてもお役に立てるよう頑張っていきたい。 

 

田中裕平 様 （株式会社商工組合中央金庫 船場支店  次長） 

政府系金融機関として資金繰り支援にとどまらず、企業価値を上げる支援をしていきたい。 

 

小林哲彦氏 （地方独立行政法人大阪産業技術研究所 理事長） 

 新型コロナウィルス感染症が感染拡大しているにも関わらず、当研究所の利用は減ってい

ない。大阪の製造業は強いと感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

     

三宅泰太郎 様           田中裕平 様         小林哲彦  様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産業功労者表彰 受章者 中野裕司 氏    産業功労者表彰 受章者 福田雅明 氏 



石鹸部会 講演会 開催 
 

６月１０日（金）石鹸部会（部会長 奥中泰征）が、大阪府教育会館たかつガーデン「コスモ

ス」（大阪市天王寺区）において２８名の出席で開催されました。 

 

講演 テーマ「2020～21 年コロナ禍の商品動向と流通の変化、 

そして 22 年の展望は」 

講師 株式会社石鹸新報社  代表取締役社長 由上 優 氏 

 

（講演内容） 

◎コロナ禍における商品動向の変化 

  コロナ禍での変化 

   ・衛生商材の見直し    ・当業界品に注目 

   ・インバウンド需要の消滅 ・新生活でＥＣ拡大 

新型コロナウィルス感染対策関連商材の需要拡大の流れ 

   ・需要の急速な拡大は、マスクから始まった     （継続） 

   ・その動きは、石鹸・ハンドソープ、消毒液などに波及（継続と反動） 

 ・ティッシュペーパーなどの家庭紙分野でパニック  （安定） 

   ・通常年とは違う流れで商品が動き出す       （継続と反動） 

    ↓ 

   ・インバウンド需要がほぼゼロに          （今も継続） 

   ・仕上用中心に化粧品市場が激減          （継続もやや回復） 

   ・19 年度に苦戦気味の商材が新生活で伸長      （21 年は反動も） 

   ・家庭内生活の長期化が商品の流れを変える 

 ・2020 年洗浄剤等の販売統計（前年比） 

    石けん 139％(手洗用液体 169％) 漂白剤 140％ 合成洗剤 99％(普通変化なし) 

 ・2021 年洗浄剤等の販売統計（前年比） 

    石けん 71％(浴用固形 86％ 手洗用液体 61％)  漂白剤 96％ 

合成洗剤 住宅・家具用 107％ （在宅勤務の定着 新生活様式へ変更） 

 

◎コロナ禍における流通の対応 

  コロナ禍での対応 

    ・内食重視への対応    ・居住空間への対応 

    ・感染対策への対応    ・１ストップへの対応 

   新型コロナウィルス感染拡大での流通変化の流れ 

    ・業態間における格差が明確に表れる        （今も継続） 

      休業要請や集客減少の中で，ＳＣや百貨店、コンビニなどが著しい業績ダウン

となり、食品を中心に身近な生活必需品を提供するスーパーマーケットやドラ

ッグストア、ホームセンターとの明暗を分けた。この流れは、21 年も継続する

こととなる。 

    ・ドラッグストア・スーパーが好調に推移      （今も継続） 

      食品・ビューティケア・ホームケアの構成率を高めたドラッグストアは、堅調

に売上を伸長させた。 

家庭内食が中心となり、食品カテゴリーに特化していたスーパーが堅調に売上

を伸ばすことに 



  ・百貨店・ショッピングセンターは大きく低迷    （店舗で明暗） 

      インバウンド需要激減でのダメージが象徴的に表れたのが百貨店だった。 

ＳＣもテナント・核店舗ともに大きく低迷した。 

    ・コンビニエンスストアも苦戦           （今も継続） 

      コロナ禍における外出自粛、在宅勤務の増加が客足を遠のけることに 

意外にもインバウンド需要の比率が高かったことが影響 

    ・ＥＣ事業への本格参入が活発化          （更に拡大） 

      コロナ禍における安全面でクローズアップされたのが対面における接触を可能

な限り防ぐということで、この中で増加した購入方法の１つがインターネット

等によるＥＣ(電子商取引)であった。 

      販売購入システムとしてのＥＣは、コロナ禍においてその勢いを加速度的に増

す中で、これまでＥＣ対応を図ってきたメーカーや流通業者はより積極的に、

あまり力を入れてなかった企業はこれを契機にその事業拡大に向かいつつある。 

      現時点で通信販売市場は、20 兆円を超えている。 

 

◎コロナ禍における業界の変化 

   ・日用品化粧品業界にも様々な側面から大きな影響 

      従来の業界の在り方そのものを根本的に変える契機に 

   ・コロナ禍における小売業休業の衝撃 

     「増産・供給」にも注目、ライフライン確保へ 

   ・テレワーク、社員の安全対応 

      企業各社が感染対策に全力 

   ・会合やイベントが軒並み「中止・延期」に 

      オンライン／リアル開催の模索も 

   ・医療機関・自治体への支援活発に 

      日用品や化粧品等の寄贈などが相次ぐ 

  

◎いかに原材料価格高騰に対応するのか 

   いま業界は、未曾有の原料価格高騰時代を迎えている 

   大手メーカー（花王、ライオン、ユニ・チャーム、アース製薬、小林製薬）の原材料 

   価格高騰の影響とその対策及び値上げの実施状況について詳しく説明があった。 

  

◎まとめ 

   ・すでにコロナ後に移行しているという認識が重要 

   ・日用品と化粧品では、回復のスピードなどに差異が 

   ・国内市場の活性化に中堅中小メーカーは協働も不可欠に 

   ・環境・安全・衛生の事業部門の強化がより重要に 

   ・流通では、各業態の垣根が更になくなり、企業による明暗が鮮明化 

 まとめとして、いかにコロナ後に立ち向かうか、詳しい説明をされて締めくくられた。 

 

事務局より 

 石鹸部会  講演記録は、ホームページにも掲載しております。 

 また、行政からの情報は、５月８件、６月１３件  掲載いたしておりますので、 

 活用くださいますようお願いいたします。 

 〔組合員ページパスワード   soapmember  です〕  



日本石鹸洗剤工業組合 第６３回通常総会 開催 

 

日本石鹸洗剤工業組合は、５月２６日（木）東京証券会館 会議室（東京都中央区）で第６３

回通常総会を開催しました。堀田一夫理事長を議長に選出し、第１号から第３号までの議案

を審議し、すべて承認可決されました。 

総会並びに理事会において、役員の選任がおこなわれ、それぞれ就任いたしました。 

令和４年度の役員の一部を別掲しています。（敬称 略） 

 

理 事 長 堀田一夫 ㈱堀田勘兵衛商店 (再 任) 

副理事長 稲岡幸久 ミマスクリーンケア㈱  〃 

副理事長 志水双葉 ㈱フタバ化学  〃 

副理事長 奥中泰征 ㈱マスター  〃 

専務理事 井手一敏 日本石鹸洗剤工業組合  〃 

 

 

第 110 回 技術部会 開催 予告 
 

技術部会（部会長 西本武司）では、第 110 回技術部会 講演会を７月６日（水曜日）大阪産

業技術研究所 森之宮センター（大阪市城東区）で、開催いたします。 

講師及び講演テーマは次の通りです。 

 

１．講師 クラリアントジャパン株式会社 機能化学品ビジネスユニット  

コンシュ―マーケアグループ ホームケアチーム チームリーダー  堀内 武士 氏 

演題 “サスティナブルな社会に貢献する植物由来の洗浄剤原料” 

２．講師 株式会社 ADEKA 機能化学品開発研究所 界面化学品研究室        

主任研究員     松倉 範佳 氏 

演題 “防腐剤を取りまくグローバルトレンド原料 

～代替原料とその他周辺製品のご紹介～” 

 

 

組合行事予定  

 

(近畿石鹸洗剤工業協同組合) 

技術部会 講演会 7 月 6 日(水) 大阪産業技術研究所 森之宮センター 

情報交流会 講演会 9 月 16 日(金) 大阪府教育会館 たかつガーデン 

理事会 10 月 14 日(金) 場所未定 

環境保全部会 10 月未定  

理事会（合同懇親会） 12 月 9 日(金) ホテルアウィーナ大阪 

   

第 73 回通常総会 令和 5年 5月 17日(水) シェラトン都ホテル大阪 

 

(日本石鹸洗剤工業組合 ) 

理事・役員会 7 月 13 日(水) 蒲郡 ホテル竹島 



組合員だより   

大阪営業所閉鎖   

 

・イワタニ理化株式会社 
４月１日より大阪営業所を閉鎖し、本社へ移行しました。 

 

    本社・工場                          （敬称 略） 

     〒913-0036 福井県坂井市三国町米納津第 49号 111番 12         

      TEL 0776－82－6248  FAX 0776－82－6258 

     代表取締役社長         酒井 泰 

     近畿石鹸洗剤工業協同組合担当  西内昭浩 

 

人事異動 

 

・セッツ株式会社 

４月１日、就任されました。 

                                 （敬称 略） 

   取締役経営補佐生産部、サプライチェーン統括部、研究開発部、 

技術法務・知財管理室、ＥＳＧ推進室管掌（※ 解生産部統括部長） 盛田隆行 

   サプライチェーン統括部、ＥＳＧ推進室担当サプライチェーン統括部統括部長、 

   ＥＳＧ推進室長                        澤田岳史 

   生産部担当生産部統括部長                   横内 満 

 

・株式会社テシマ化研 

  ６月７日開催の定時株主総会並びに取締役会において、次の通り選任され、就任され

ました。 

                                   （敬称 略） 

   代表取締役                          福田雅明 

   常務取締役（開発部 部長兼任）                古谷敏昭(昇任) 

   取締役  （管理部 統括）                   湯浅清子 

   取締役  （本社営業部 部長・東京支社 支社長兼任）       久保 一 

   取締役  （技術部 部長）                   宮本政則(新任) 

    監査役                            宇田隆史 

 

 

 

近畿石鹸ゴルフ会 開催   第 146 回ゴルフコンペ 

 

第 146 回近畿石鹸ゴルフ会（会長 小川淳）が、令和４年６月１日(水)西宮カントリー倶楽

部（兵庫県西宮市仁川町）に組合員並びに賛助会員１８名が参加して開催されました。 

競技は、ダブルペリア方式で行われ、上位の成績は次の通りです。 

 

   GROSS NET 

優 勝 岩森幹夫 氏 イシダフーズ㈱  ８８ ７３．６ 

準優勝 江口 直  氏 油脂製品㈱  ９４ ７４．８ 

３ 位 三木茂生 氏 第一化工㈱  ９６ ７６．８ 

４ 位 中軸祥仁 氏 日油㈱  １０４ ７７．６ 

５ 位 東田 淳  氏 山本香料㈱  １１３ ７８．２ 

 



インボイス制度の概要 

インボイス制度とは、2023 年 10 月 1 日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。 

インボイス制度の概要について、 

適格請求書（インボイス）とは、 

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」

の記載が追加された書類やデータをいいます。 

インボイス制度とは、 

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、イ

ンボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存してお

く必要があります）。 

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事

業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。買手は、自らが作成した

仕入明細書等のうち、一定の項目（インボイスに記載が必要な事項）が記載され取引相

手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 

 

インボイス制度、対応しないとどうなる？ 

インボイス制度に対応しないと、売上先(買手)にインボイスを交付できません。インボイ

スを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしま

います。 

 

仕入税額控除とは、 

インボイス制度により、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなり

ます。仕入税額控除とは、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることの

ないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積

しない仕組みです。 

 

請求書に記載する項目を追加 

仕入税額控除に対応するためには、請求書・領収書・納品書・レシートが適格請求書(イン

ボイス)の要件を満たしている必要があります。 

 

発行事業者への登録が必要 

インボイスの発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」

を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。 

 

発行側も請求書の保存が義務化 

インボイス制度施行後は発行側も受領側もインボイスを７年間保存する必要があり、書類

の保存数はさらに増加します。データとして保存する場合は電子帳簿保存法に対応する必

要があるため、今から電子帳簿保存法に対応しておくことを推奨いたします。 

 

対応スケジュール 

2023 年 10 月からインボイス制度を導入するには、2023 年 3 月 31 日までに申請が必要で

す。さらに、制度対応や経理業務の効率化など、システムの変更に合わせた社内での対応

が必要となります。 


