
№ 項        目 略号 非 公 開 と す べ き 部 分
1 公1 10ページの下の表中の氏名の欄の2行目から19行目まで

公1 11ページの上の表中の氏名の欄

公3 10ページの下の表中の氏名の欄の2行目から19行目まで

公3 11ページの上の表中の氏名の欄

公4 1ページの9行目12文字目から11行目まで

公4 1ページの12行目12文字目から行末まで

公4 1ページの13行目12文字目から行末まで

公6 1ページの11行目12文字目から14行目まで

公6 1ページの15行目12文字目から行末まで

公6 1ページの16行目12文字目から行末まで

公6 1ページの17行目12文字目から行末まで

2 公4 11ページの名簿中の住所欄の内の大字以降の住所、及び氏名

公4 役員推薦会議結果報告の名簿中の住所欄の内の大字以降の住所、及び氏名

3 公4 13ページの議事録署名人の氏名（代表理事組合長を除く。）

公5 最終ページ（11）の議事録署名人の氏名（代表理事組合長を除く。）

4 監事の氏名及び印影 公4 監査報告書の代表監事及び監事の氏名及び印影

5 公1 12ページの表中の代表者名の各欄

公3 11ページの下の表中の代表者名の各欄

6 公4 2ページ2行目の行頭から8文字目まで

公4 2ページ4行目の6文字目から9文字目まで

公4 2ページ7行目の10文字目から17文字目まで

公4 4ページ19行目の12文字目から20文字目まで

公4 4ページ20行目の31文字目から21行目8文字目まで

公4 5ページ4行目の行頭から7文字目まで

公4 5ページ10行目の23文字目から30文字目まで

公4 5ページ16行目の行頭から10文字目まで

公4 5ページ17行目の28文字目から18行目2文字目まで

公4 5ページ19行目の13文字目から19文字目まで

公4 6ページ19行目の行頭から8文字目まで

公4 ７ページ14行目の行頭から6文字目まで

公4 8ページ10行目の行頭から9文字目まで

公4 8ページ20行目の行頭から4文字目まで

公4 9ページ1行目の行頭から4文字目まで

公4 9ページ11行目の行頭から6文字目まで

公4 9ページ19行目の11行目から20行目の13文字目まで

公4 10ページ1行目の4文字目から11文字目まで

公4 10ページ13行目の22文字目から25文字目まで

公4 12ページ3行目の8文字目から14文字目まで

公4 12ページ6行目の8文字目から21文字目まで

公6 2ページの15行目行頭から8文字目まで

公6 2ページの18行目7文字目から16文字目まで

公6 3ページの3行目行頭から6文字目まで

公6 3ページから5ページの左側の職名及び氏名

公6 5ページの13行目行頭から8文字目まで

公6 6ページの7行目行頭から9文字目まで

公6 6ページの13行目19文字目から22文字目まで

公6 7ページの10行目行頭から12文字目まで

公6 8ページの2行目行頭から7文字目まで

公6 8ページの5行目3文字目から8文字目まで

公6 8ページの10行目4文字目から5文字目まで

公6 9ページの1行目行頭から6文字目まで

7 公5 2ページ○○○○○○○○臨時総会提出議案説明書18行目7文字目から17文字目ま
で

公6 5ページの18行目19文字目から27文字目まで

8 出資先の名称及び処理内容 公1 2ページの表中の「処理事項」欄の14行目10文字目から19文字目まで

9 公1 30ページの上の表中の系統外出資先名並びに当該出資先に対する前年度末残高、
本年度増加額、本年度減少額並びに本年度末残高の口数及び金額

公3 28ページの上の表中の系統外出資先名並びに当該出資先に対する前年度末残高、
本年度増加額、本年度減少額並びに本年度末残高の口数及び金額

10 公1 14ページ18行目から23行目まで

公3 13ページ6行目から11行目まで

11 公1 15ページの上の表中の本年度新規契約高の件数及び共済金額

 公3 13ページの上の表中の本年度新規契約高並びに本年度末保有高の件数及び共済金
額

12 公1 15ページの中の表中の件数及び共済金額

公3 13ページの下の表中の件数及び共済金額

損益計算書附属明細書の外部出資の内、系統外出資先の名
称等

発言者等の職名及び氏名

○○○○○○○○臨時総会提出議案説明書の設立委員の氏
名（職名）

別表

組合員組織の代表者名

議事録署名欄の議長、理事及び監事の氏名

新役員の名簿の理事及び監事の大字以降の住所及び氏名

代表理事組合長を除く理事及び監事の氏名

各事業の状況の内、共済事業の長期共済の支払共済金の件
数及び金額

各事業の状況の内、共済事業の事業の概況説明

各事業の状況の内、共済事業の長期共済の新契約及び保有
高



№ 項        目 略号 非 公 開 と す べ き 部 分

別表

13 各事業の状況の内、共済事業の短期共済の件数及び金額 公1 15ページの下の表中の共済金支払高の件数及び金額

 　 公3 14ページの上の表中の本年度契約高並びに共済金支払高の件数及び金額

14 公1 16ページ3行目から7行目まで

公3 14ページ6行目（表を除く。）から12行目まで

15 各事業の状況の内、購買事業買取購買の品目別の金額 公1 16ページの表中の品目別の各欄の金額並びに石油類の計、資材類の計、生活物資そ
の他及び合計に係る「本年度受入高」欄及び「本年度供給高」欄の金額

  公3 14ページの下の表中の金額の全部

16 公1 18ページ3行目から5行目まで

公3 16ページ3行目から5行目まで

17 公1 18ページの上の表中の入出庫明細書及び冷凍保管料の区分別の金額
（冷凍保管料の合計額を除く。）

 公3 16ページの上の表中の件数及び金額

18 公1 18ページの中の表中の数量及び金額（本年度販売高を除く。）

 公3 16ページの中の表中の数量及び金額

公1 18ページ10行目（表を除く。）から15行目まで

公3 16ページ7行目（表を除く。）から11行目まで

公1 18ページの下の表中の数量及び金額（本年度供給高の合計を除く。）

公3 16ページの下の表中の数量及び金額（本年度供給高の合計を除く。）

21 公1 19ページの上のグラフ及び表中の金額

公3 17ページの上のグラフ及び表中の金額

22 公1 19ページの下のグラフ

公3 17ページの下のグラフ

公1 20ページ3行目から6行目まで

公3 18ページ3行目から6行目まで

公1 20ページの上の表中の金額

公3 18ページの上の表中の金額

公1 20ページの中の表中の数量及び金額

公3 18ページの中の表中の数量及び金額

公1 20ページの下の表中の数量及び金額

公3 18ページの下の表中の数量及び金額

公1 22ページの下の表中の隻数及び金額

公3 20ページの下の表中の隻数及び金額

公1 23ページから24ページ

公3 21ページから22ページ

公5 12ページ第７号議案の別紙①の左の表の金額及び13ページの表

28 公1 29ページの上の表

公3 27ページの上の表

公1 29ページの下の表中の金額

公3 27ページの下の表中の金額

30 公1 29ページの下の表の脚注の3行目24文字目から37文字目まで

公3 27ページの下の表の脚注の3行目24文字目から37文字目まで

公1 30ページの上の表中の系統内団体の口数及び金額

公3 28ページの上の表中の系統内団体の口数及び金額

公1 30ページの下の表中の口数及び金額

公3 28ページの下の表中の口数及び金額

公1 31ページの上の表中の金額

公3 29ページの上の表中の金額

公1 32ページの上の表中の金額

公3 30ページの上の表中の金額

公1 32ページの中の表中の金額

公3 30ページの中の表中の金額

公1 32ページの下の表中の金額

公3 30ページの下の表中の金額

公1 33ページの上の表中の金額

公3 31ページの上の表中の金額

公1 33ページの中の表中の金額

公3 31ページの中の表中の金額

公1 33ページの下の表中の金額

公3 31ページの下の表中の金額

40 公1 34ページの上の表中の金額

公3 32ページの上の表中の金額

41 公1 34ページの中の表中の金額

公3 32ページの中の表中の金額

各事業の状況の内、買取冷凍販売の冷凍イワシ他の前年度
繰越高、本年度製造及び仕入高、本年末棚卸高並びに本年
度販売原価の数量及び金額、並びに本年度販売高の数量

附属明細書の出資金額及び積立金の内訳

各事業の状況の内、製氷事業の事業の概要の説明

各事業の状況の内、製氷事業の氷製造販売の区分別氷取扱
数量

各事業の状況の内、指導事業の指導事業附表の漁船保険の
種類別の本年度末契約残高並びに支払保険金の隻数及び金
額

附属明細書の繰延資産の科目別の前年度末残高、本年度増
加額、本年度減少額及び本年度末残高

附属明細書の支払手形、経済事業未払金並びに賦課金借受
金の科目又は部門別の前年度末残高、本年度増加額、本年
度減少額及び本年度末残高

附属明細書の当座借越及び長期借入金の借入先別の前年度
末残高、本年度借入額、本年度償還額及び本年度末残高

各事業の状況の内、利用事業の利用施設の区分別の受入利
用料

各事業の状況の内、製氷事業の氷販売数量推移表

貸借対照表の金額（中科目・小科目）

各事業の状況の内、購買事業の概況説明

各事業の状況の内、冷凍冷蔵事業の事業の概況

各事業の状況の内、製氷事業の氷製造販売の前年度繰越
高、本年度製造及び受入高、本年末棚卸高並びに本年度販
売原価の数量及び金額、並びに本年度供給高の数量及び区
分別の金額

附属明細書の預け金の種類別の前年度末残高、本年度預け
額、本年度引出額及び本年度末現在金額

附属明細書のその他流動資産の科目別の前年度末残高、本
年度増加額、本年度減少額及び本年度末残高

各事業の状況の内、利用事業の魚凾販売の品目別の前年度
繰越高、本年度仕入高、本年度棚卸高、本年度供給原価並び
に本年度供給高の数量及び金額
各事業の状況の内、利用事業の魚類容器利用収入のイワシ
用コンテナの計画、実績並びに増減の数量及び金額

各事業の状況の内、利用事業の事業の概要

附属明細書のその他の固定資産の科目別の前年度末残高、
本年度増加額、本年度減少額及び本年度末残高

附属明細書の当座借越及び長期借入金の用途別の前年度末
残高、本年度借入額、本年度償還額及び本年度末残高

附属明細書のその他流動負債の科目別の前年度末残高、本
年度増加額、本年度減少額及び本年度末残高

29

附属明細書の外部出資の収支先別の系統内団体の前年度末
残高、本年度増加額、本年度減少額並びに本年度末残高の
口数及び金額

31

33

32

附属明細書の固定資産の科目別の取得価額、減価償却累計
額、内本年度償却額及び差額帳簿価額

附属明細書の引当金の内訳の種類別の前年度末現在、本年
度増加高、本年度減少高及び本年度末残高

39

38

37

36

35

34

26

27

19

20

24

23

25

25

各事業の状況の内、冷凍冷蔵事業の冷凍冷蔵の入出庫明細
書及び冷凍保管料の金額並びに倉荷証券発行の件数及びの
金額

本年度減少額に含まれる船舶の圧縮記帳額

附属明細書の信用事業譲渡特別資産の科目別の前年度末残
高、本年度増加額、本年度減少額及び本年度末残高



№ 項        目 略号 非 公 開 と す べ き 部 分

別表

42 公1 34ページの下の表中の金額

公3 32ページの下の表中の金額

43 公1 25ページから27ページの表中の金額

公3 23ページから26ページの表中の金額

公5 12ページ第7議案の別紙①の右の表中の金額

44 公1 31ページの中の表中の金額

公3 29ページの中の表中の金額

45 公1 31ページの下の表中の金額

公3 29ージの下の表中の金額

公1 35ページの表中の金額

公3 33ページの表中の金額

公1 36ページの上の表中の金額

公3 34ページの上の表中の金額

公1 36ページの下の表中の金額

公3 34ページの下の表中の金額

49 無線事業収支予算書の収入及び支出の科目別の金額 公2 69ページの表中の金額

50 附表1の財務基準等実績対照表の固定資産の科目別、固定資
産取得借入金及び再評価差額の金額

公1 38ページの表中の自己資本以外の実績額

51 公1 42ページの左の表中の特定漁業種類の年度別の水揚数量及び比率並びに水揚金額
年度別の金額及び比率

公3 40ページの左の表中の特定漁業種類の年度別の水揚数量及び比率並びに水揚金額
年度別の金額及び比率

52 公1 43ページの左の表中の特定漁業種類の年度別の水揚数量及び比率並びに水揚金額
年度別の金額及び比率

公3 41ページの左の表中の特定漁業種類の年度別の水揚数量及び比率並びに水揚金額
年度別の金額及び比率

53 公1 44ページの上の表中の特定種類の月別の金額

公3 42ページの上の表中の特定種類の月別の金額

54 ○○○○○○○○○○○の合併及び事業経営計画（案）の合
併後の事業計画の組合の概況の水揚げ高の内、○○○○の
定置網漁協並びに○○○○の大中・中型まき網漁業、カニ籠
漁業及び定置網漁業並びに○○○○○の底曳網漁業並びに
○○○○○、○○○○○、○○○○○及び○○○○○の定
置網漁業並びに○○○○○の大中・中型まき網漁業並びに
○○○○○の定置網漁業並びに○○○○○○の底曳網漁業
及び定置網漁業並びに○○○○の定置網漁業並びに
○○○○○の大中・中型まき網漁業並びに浦郷漁協のカニ籠
漁業の金額

公5 ○○○○○○○○○○○合併総会資料の33ページから35ページまでの表中の特定
漁協の特定漁業種類の水揚高の金額

55 公1 42ページの右の表中の特定魚種の年度別の水揚数量及び比率並びに水揚金額年度
別の金額及び比率

公3 40ページの右の表中の特定魚種の年度別の水揚数量及び比率並びに水揚金額年度
別の金額及び比率

56 公1 43ページ右の表中の特定魚種の年度別の水揚数量及び比率並びに水揚金額年度別
の金額及び比率

公3 41ページ右の表中の特定魚種の年度別の水揚数量及び比率並びに水揚金額年度別
の金額及び比率

57 公1 45～46ページの表中の特定部門の項目別金額

公3 43～44ページの表中の特定部門の項目別金額

58 公1 47ページの表中の金額

公3 45ページの表中の金額

59 公1 48ページの表中の金額

 公3 46ページの表中の金額

60 公1 49ページの表中の金額

公3 47ページの表中の金額

61 事業計画の共済事業の説明 公2 51ページの３行目から8行目まで

62 事業計画の共済事業の長期共済の本年度計画（新規契約及
び期末保有高）の件数及び共済金額

公2 51ページの上の表中の本年度計画の件数及び共済金額

63 事業計画の共済事業の短期共済の本年度計画の件数及び共
済金額

公2 51ページの下の表中の本年度計画の件数及び共済金額

64 事業計画の共済事業の傷害保険の前年度実績並びに本年度
計画の件数及び保険金額

公2 52ページの上の表中の件数及び保険金額

65 事業計画の共済事業の自動車保険の前年度実績並びに本年
度計画の件数及び保険金額

公2 52ページの中の表中の件数及び保険金額

66 事業計画の購買事業の説明 公2 53ページの2行目から6行目まで

67 事業計画の購買事業の取扱目標の品名別の数量及び金額 公2 53ページの表中の数量及び金額

68 事業計画の購買事業の年度別Ａ重油取扱数量並平均単価推
移表の数量及び平均単価

公2 53ページのグラフ

69 事業計画の販売事業の冷凍冷蔵事業の説明 公2 55ページの2行目から6行目まで

70 事業計画の販売事業の冷凍冷蔵事業の取扱目標の区分別の
金額

公2 55ページの上の表中の金額

71 事業計画の販売事業の冷凍販売品売上高の区分別の個数及
び金額

公2 55ページの下の表中の個数及び金額

72 事業計画の販売事業の製氷事業の説明 公2 56ページの2行目から5行目まで

附表2の地区内漁業の概況の漁業種類別月別漁獲高表の底
曳網、小型底曳、かに籠及び定置網の月別の金額

附属明細書の棚卸資産の種類及び部門別の前年度末残高、
本年度増加額、本年度減少額並びに本年度末残高

附表3の事業部門別損益管理表の部門別の内、総合、共済、
購買、販売、冷凍・冷蔵、製氷、利用及び指導の金額

損益計算書の金額（中科目・小科目）

附表2地区内漁業の概況の主な魚種別水揚数量、金額の魚種
の内、カニ類及びその他の数量、比率及び金額(属地)

附表2地区内漁業の概況の主な魚種別水揚数量、金額の魚種
の内、カニ類及びその他の数量、比率及び金額(全体)

附表5の製氷事業製造原価報告書の原価費用別の金額

附表4の冷凍冷蔵事業原価報告書の原価費用別の金額

附表6の漁船上架施設特別会計の収入及び支出の内訳金額

附属明細書の事業管理費の損益計算書科目別及び内訳科目
別の金額

附属明細書の経済事業未収金の科目又は部門別の前年度末
残高、本年度増加額、本年度減少額及び本年度末残高

附属明細書の信用事業譲渡特別負債の科目別の前年度末残
高、本年度増加額、本年度減少額及び本年度末残高

附表2の地区内漁業の概況の主な漁業種類別水揚数量、金額
の漁業種類の内、沖合底曳網漁業、まき網漁業、かに籠漁
業、定置網漁業及び小型底曳網漁業の数量、比率及び金額
(全体)

附表2の地区内漁業の概況の主な漁業種類別水揚数量、金額
の漁業種類の内、沖合底曳網漁業、まき網漁業、かに籠漁
業、定置網漁業及び小型底曳網漁業の数量、比率及び金額
(属地)

46

附属明細書の諸引当金等繰入額及び戻入額の科目別の本年
度繰入額及び本年度戻入額

47

附属明細書の無線事業収入及び支出の内訳科目別の金額48



№ 項        目 略号 非 公 開 と す べ き 部 分

別表

73 事業計画の販売事業の製氷事業の取扱目標の区分別の前年
度繰越高、本年度製造又は仕入高、本年度売上高並びに本
年度棚卸高の数量及び金額

公2 56ページの表中の数量及び金額

74 製氷能力 公2 56ページの表の脚注の9文字目から20文字目まで

75 事業計画の販売事業の利用事業の説明 公2 57ページの2行目から4行目まで

76 事業計画の販売事業の利用事業の取扱目標の区分別の個数
及び金額

公2 57ページの表中の個数及び金額

77 平成17年度収支予算書の区分別の総合、共済、購買、販売、
冷凍・冷蔵、製氷、利用及び指導の金額

公2 61ページから64ページの表中の特定分門の項目別金額

78 収支予算書附属明細書の事業管理費、その他収益並びにそ
の他費用のの損益計算書区分別及び内訳科目別の金額

公2 65ページから66ページの表中の金額

79 事業計画の冷凍冷蔵事業原価予算書の原価費用別の金額 公2 67ページの表中の金額

80 事業計画の製氷事業製造原価予算書の原価費用別の金額 公2 68ページの表中の金額

81 事業計画の販売事業の取扱目標の漁業種類別の内、底曳網
漁業、定置網漁業及びかにかご漁業の数量及び金額

公2 54ページの上の表中の特定の漁業種類の取扱目標の取扱目標の数量及び金額

82 公4 7ページの4行目21文字目から26文字目まで

公4 7ページの5行目11文字目から26文字目まで

公4 第35事業年度通常総代会提出議案の1ページ目の11行目6文字目から12行目9文字目
まで

83 代表理事組合長の印影 公4 13ページの代表理事組合長の印影
84 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○事業計画書の事業

の概況の説明
公4 第10号議案の別紙②の4行目から14行目まで

85 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○事業計画書の貯金
残高計画の種類別の金額

公4 第10号議案の別紙②の上の表中の金額

86 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○事業計画書の貸付
金残高計画の種類別の金額

公4 第10号議案の別紙②の下の表中の金額

87 公4 ○○○○○○○○○○○の概況報告中のグラフ
公4 ○○○○○○○○○○○の概況報告の14行目から31行目まで

対象公文書 略号 　
平成16年度(第35期)業務報告書 公１ 　
平成17年度事業計画書（公１に含まれている。） 公２ 　
平成17年度(第36期)業務報告書 公３ 　
第35事業年度通常総代会議事録謄本 公４ 　
臨時総会次第 公５ 　
臨時総会議事録謄本 公６ 　

○○○○○○○○○○○の概況報告

余裕金預入先金融機関の内、○○○○○○、○○○○○○、
○○○○及び○○○○










