豊かさを地域に築く商工会議所

会議所ニュース
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URL : http://bk-cci.or.jp/

けい整骨院

e-mail : kawa2238@lime.ocn.ne.jp

令和4年10月11日発行

【所 在 地】 田川郡川崎町池尻459-1 【営業時間】 9時～20時（受付19時まで）
【連 絡 先】 TEL 0947-85-8971
【定 休 日】 木曜・祝日・不定期
FAX 0947-85-8972

店舗はコチラ

【貴社の特徴など紹介をお願いします！】
リハビリ・柔道整復師・整体療術師の国家資格と民間資格を持っています。それらの知識と作業
療法士として10年以上の経験を生かしたリハビリ的施術・治療を行います。身体に負担のかかる
バキバキ・ボキボキ施術は行わず、お一人お一人に時間をかけ丁寧に施術いたします。
肩コリや腰痛等の軽症状から交通事故治療まで対応しています。

【将来の展望を教えてください】
地域に根付いた患者様に喜ばれる整骨院を目指しています。

【事業をされていての喜びを教えてください】
つらい表情をしていたお客様に施術後「楽になった」と言われた時です。
またつらい症状を訴えていたお客様が元気なっていく様子を見られることです。

【読者へPRをお願いします!】
医療福祉現場で10年以上やってきたので、体に負担のかかる施術・治療は
行いません。また予約優先で対応していますので、ご予約していただければ
待ち時間なく、施術が受けられます。安心してご連絡ください！

囲炉稟
（いろり）

店舗はコチラ

【所 在 地】 田川郡川崎町池尻367-2
【連 絡 先】 TEL 080-8115-3879

【営業時間】 18:00～22：00
【定 休 日】 不定期

【貴社の特徴など紹介をお願いします！】
お客様に昔ながらの雰囲気を味わっていただきたく、
全席「囲炉裏テーブル」をご用意しております!!
また新鮮な鳥など、炭火で香りをつけながらじっくり焼きあげ、
素材の旨味を十分に引き出して提供しています。

【現在、力を入れていることは?】
食材・お飲み物・接客のすべてにおいて、常にベストな状態を
保てるよう心掛けています！

【事業をされていての喜びを教えてください】
お客様が喜んでくれて「美味しい」と笑顔で帰っていただける
ことが最高のやりがいです！

【読者へPRをお願いします!】
まだまだコロナ禍ではありますが、
みんなで沢山の楽しいを共有して頑張りましょう！
ご来店を心よりお待ちしております！
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令和３年度

一般会計収支決算書

●収入の部 合計：26,918,519円
繰越金
6,961,594

会費
5,307,000

5,692,752

繰越金
9,779,452

●収入の部 合計：45,138,017円
負担金
1,598,319

●支出の部 合計：45,138,017円
補助対象外事業費
695,885

県指定事業費
174,744

手数料
5,542,448

事業費
2,436,169

県補助金
37,997,250

●収入の部 合計：1,898,942円

●支出の部 合計：1,898,942円

繰入金
115,335
雑収入
7

賃貸借料
554,400
報奨金
1,783,600

その他経費
1,277,942
旅費交通費
66,600

新規会員のご紹介（順不同・敬称略）
（令和4年5月25日～9月30日 ： 9事業所加入）
事業所名
ふくちゃん
㈱エバーグリーン

むさし鍼灸整骨院

中山内装
立喰うどん
大橋ドライブイン
HEAT
安全

異議なく承認されました。

労働保険特別会計収支決算書

↓

令和３年度

人件費
41,831,219

事業報告書 案( の)承認について

小規模事業特別会計収支決算書

令和４年６月 日 木( 午
) 後５時 分より、当商工会議所会議室において、第 回通常議員
総会を開催いたしました。役員議員の皆様には、コロナウイルス感染症対策につきまして、
ご協力をいただき無事開催できましたこと、お礼を申し上げます。
尚、議案と内容は次の通りです。

雑費
186,080

議案第１号

繰出金
3,544,566

議案第２号

雑収入
1,264,690

令和３年度

事業収入

令和３年度一般会計・小規模事業特別会計・労働保険特別会計・財政調整積立金特別会計・
退職給与積立金特別会計 収支決算書 案( 並)びに貸借対照表、財産目録の承認について 監(査
報告 )
↓ 異議なく承認されました。

管理費
7,715,669

11,585,235

令和３年度

通常議員
総会開催

事業費

議案終了後、事務局より１号議員の職務執行者の変更について説明と紹介を致しました。
本年度の一般会計・小規模事業特別会計・労働保険特別会計の決算報告は左記のとおりです。

交付金
1,800,000

●支出の部 合計：26,918,519円

第86回

23

30

86

ご入会ありがとうございます！
※情報公開にあたりましては希望者のみ掲載しております。

業 種
飲食業
整骨院
内装業
飲食業
飲食業
飲食業
電気工事業

所在地
川崎町池尻343-1
川崎町池尻364-6
川崎町池尻1411
田川市伊田4859
田川市伊田4859
田川市日の出町4-11
川崎町川崎2548-4

電話番号
0947-42-5806
0947-50-9634
0947-44-7884
0947-44-0132
0947-42-4800
0947-45-7140
0947-73-3266

★★ ご入会いただける事業所がございましたら、ご紹介ください ★★
現在商工会議所に会員登録されている事業所名や代表者名等に変更があった場合は、速やかにお知らせください。
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プレミアム付き

かわさきまちReBorn！商品券についてお知らせ

〈利用期限〉
〈換金期限〉

令和 ４年 １０月 ３１日（月）
令和 ４年 １１月 ２９日（火）

有効期限
有効期限

令和４年７
令和４年
月24
日 ～
〜10
月31
日
７月
24 日
10 月
31 日

※最終換金日は、令和４年１１月２９日(火)です！
換金日を経過した後の換金は、できませんので十分ご注意ください。
また【がんばろう川崎町ReBorn！商品券】とは、利用期限・換金期限ともに異なりますので十分ご注意ください。

『商工会議所福祉制度キャンペーン』

定
会 員 限
ス
サ ー ビ

実施のお知らせ

チェンバーズカードの
ご案内

ご存じですか？商工会議所会員だけが持つことができる
“チェンバーズカード”
ぜひ、この機会にご検討ください！！

ベストウィズクラブでは「福祉制度キャンペーン」を10/3～11/30
に実施いたします。本キャンペーンは『 商工会議所福祉制度 』を会
員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただ

豊前川崎商工会議所では、新たな会員サービスとして、会員事業所の皆さま

くことを主な目的としています。

の様々なビジネスシーンをサポートするチェンバーズカードのご案内を開始い

『商工会議所福祉制度』は、経営者・ 役員の皆様の保障や退職金準

たしました。チェンバーズカードとは、日本商工会議所が各地商工会議所と一

備他、入院 ・ 介護 ・ 老後に備えた様々な保償ニーズにお応えするも

体となり、会員サービスとしてクレジットカード会社と提携して、商工会議所

のです。商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺

会員事業所のために開発された全国で利用できるクレジットカードです。

いした際には、是非ご協力頂きますようお願い申し上げます。
下記のような悩みありませんか？チェンバーズカードが応えます！

●私費利用・会社経費を区分して管理したい！
●従業員の立て替え払いの清算等、経理業務が煩雑！

※「ベストウィズクラブ」は、商工会議所共済制度 ・ 福祉制度の普及
・ 推進を目的とし全国各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社
により運営されている組織です。

※ また令和４年２月１日より、生命共済に加入されているご加入者

事業所カードを活用することによって経理事務の省略化、資金運用の効率化
が図れるなど企業経営上、きわめて役立つ利点があります。お申込み・お問い
合わせは商工会議所までご連絡ください。

を対象に、当商工会議所独自の自家給付制度を開始しております。
詳細は商工会議所までご連絡ください。

～ 魅力ある職場づくりに取り組む企業を募集 ～

「採用力向上のためのランクアップセミナー
（オンライン）」開催のお知らせ

福岡県では、人材の確保！生産性アップ！従業員のモチベ
ーションアップ！を目指した魅力ある職場づくりを支援する
事業を実施します。

福岡県では、県内の成長産業分野など福岡県内に事業所のあ
る企業様を対象とした「採用力向上のためのランクアップセミ
ナー」を開催します。（参加無料）

概要：ワークショップ
（全3回：①基本講座、②中間報告、③最終報告会）

日程 ：

参加期間中はアドバイザーが個別にフォロー

内容 ： 中途採用を成功させるためのポイントや
採用ツールの活用法。マッチングサイトの
利用について。

日程及び実施方法：
●対面(筑豊)・・①10/6、②11/15、③1/23
●オンライン・・①11/1、②12/7、③2/9
※ 対面式については、別日程で他会場でも開催します。

参加お申し込みはコチラから ➡
【問合わせ先 】
福岡県移住・就業マッチイングサイト運営事務局
㈱アソウ・ヒューマニーセンター 事業開発部内

申込：事業運営事務局
（㈱アソウ・ヒューマニーセンター）

TEL : 092-733-8293 FAX:092-725-3622
※ 過去の取組事例の紹介はコチラ

11月８日（火）、1月12日（木）
14 : 00 ～ 16 : 00

➡

TEL : 092-733-8293 FAX:092-725-3622
E-mail : fukuoka-iju@ahc-net.co.jp
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２０２３年１０月

インボイス制度導入へ!!

適格請求書（インボイス）発行事業者の登録申請が始まっています
適格請求書
（インボイス）
とは？

≪イメージ≫

●売り手が買い手に対して、適用税率や消費税額等を伝えるもので、
現行の請求書に【登録番号】【適用税率】【税率ごとに区分した
消費税額等】 を追記したもの。

≪記載事項≫
①発行事業者の氏名と
登録番号
②取引年月日
③取引内容
④税率ごとの合計額と
適用税率
⑤税率ごとに区分した
消費税額等
⑥交付を受ける事業者

インボイス制度が始まるとどうなるのか？
●自社がインボイスを発行しないと、販売先は仕入税額控除が

できないので、販売先が取引を見直す可能性があります。

●仕入先からインボイスを入手できないと、自社仕入額控除が
できないので、自社の税負担の増加につながります。

登録申請を検討するためのフローチャート

はい
（課税事業者です）

現在、消費税の申告をしていますか？
（課税事業者ですか？免税事業者ですか？）

いいえ
（免税事業者です）

①事業者

販売先は
①事業者？

インボイスの発行を希望する場合 (免税事業者は発行不可)、

②一般消費者？

①消費税の課税事業者への転換
②インボイス発行事業者の登録申請 を検討する必要があります。

い方に
読みた
す！
あげま

2023年10月1日からインボイス
を発行したい場合、 原則として
2023年3月31日までに、登録
申請をする必要があります。

②一般消費者 基本的に登録不要と考えられま
す。ただし、少しでも事業者への
販売がある場合は、登録申請
を検討したほうが良いかもしれま
せん。

会員事業所限定企画

本 活

～ たぶんハズレなしの書籍紹介 ～

積んど
く
読んど ？
く？

下記書籍を3事業所様にプレゼントいたします。ご希望の方は①事業所名②氏名③事業所住所④書籍プレゼント希望
と記載の上、下記宛先まで官製はがきにて郵送またはHPお問い合わせから①②③④を記入してご応募下さい。
当選結果は書籍の発送をもってかえさせていただきます。事業の参考に！仕事の休憩時間に！ぜひご活用ください。

●宛先 : 福岡県田川郡川崎町大字川崎351-10

『破天荒フェニックス

●URL : http://bk-cci.or.jp/

オンデーズ再生物語』

～14億の借入！！赤字企業再生を果たした感動秘話～
「破天荒フェニックス オンデーズ再生物語」は、2008年から7年間の事実をもとに書かれた小説です。
メガネチェーン「オンデーズ」は年間売上が20憶しかないのに、銀行からの借入が14億。2期連続の赤字を計上。
銀行からの融資も受けられず、そのうち給与の支払いもままならなくなり、民亊再生か売却かどちらかを選択せざるを
得ない状況に陥ります。2008年2月、そんな誰もが倒産すると言い切ったオンデーズを買収した田中修治社長（当時30歳）
ただガムシャラに「倒れる時は前向きに！」とまだまだ資金繰りが綱渡り状態の中、「火事を消すなら爆弾を！」と
日本国内だけでなく海外への出店を決意します。そして数々の試練を乗り越えて2018年7月、10か国250店舗を展開する
までに成長しました。
チャンスを掴むためには破天荒なことも必要でしょうが、【基本的なことを丁寧にやり続けた先に成功がある】
そんな事を教えてくれる心が熱くなる一冊です。ぜひ手に取ってみて下さい。
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