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平成２０年度平成２０年度 主な活動成果主な活動成果 (1)  (1)  （（p.1, 12p.1, 12 ））
～～ITITプロフェッショナルの地位向上の取組み～プロフェッショナルの地位向上の取組み～

■■情報処理技術者の資格試験の在り方に情報処理技術者の資格試験の在り方に

関する基本的な考え方の取り纏め関する基本的な考え方の取り纏め関する基本的な考え方の取り纏め関する基本的な考え方の取り纏め

ITSSITSSに準拠した資格制度の新設に準拠した資格制度の新設－－ITSSITSSに準拠した資格制度の新設に準拠した資格制度の新設

－本会が資格認証機関として機能する枠組み－本会が資格認証機関として機能する枠組み本会が資格認証機関として機能する枠組み本会が資格認証機関として機能する枠組み

2121年度の詳細設計へ年度の詳細設計へ

情報処理学会 第53回通常総会3 3



平成２０年度平成２０年度 主な活動成果主な活動成果 (2)  (2)  （（p.1, 12p.1, 12 ））

第 者的見地から本会 あり方を考える第 者的見地から本会 あり方を考える

～～ITITプロフェッショナルの地位向上の取組み～プロフェッショナルの地位向上の取組み～

■■第三者的見地から本会のあり方を考える第三者的見地から本会のあり方を考える

「アドバイザリーボード」「アドバイザリーボード」 を設立を設立 （（2020年年44月）月）「アドバイザリ ボ ド」「アドバイザリ ボ ド」 を設立を設立 （（2020年年44月）月）
学会に対する提言を提出（学会に対する提言を提出（2121年年33月）月）
初代座長：石原邦夫初代座長：石原邦夫氏氏（（東京海上東京海上ホールディングスホールディングス会長会長

経団連経団連情報通信委員会情報通信委員会共同委員長共同委員長 // JUASJUAS会長）会長）

※※提言内容は別冊参照提言内容は別冊参照

具体的な対応施策は具体的な対応施策は2121年度計画に反映年度計画に反映
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具体的な対応施策は具体的な対応施策は2121年度計画に反映年度計画に反映
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平成２０年度平成２０年度 主な活動成果主な活動成果 (3)(3) （（p 1p 1 ））平成２０年度平成２０年度 主な活動成果主な活動成果 (3)  (3)  （（p.1p.1 ））

■公益法人制度改革への対応■公益法人制度改革への対応

平成平成 年年 月月 日日 新公益法人制度施行新公益法人制度施行平成平成2020年年1212月月 11日日 新公益法人制度施行新公益法人制度施行

平成平成2020年年1212月月2222日日 臨時総会臨時総会平成平成2020年年1212月月2222日日 臨時総会臨時総会

一般社団法人への移行決議一般社団法人への移行決議般社団法人 の移行決議般社団法人 の移行決議

平成平成2121年年11月月1515日日 一般社団法人移行申請一般社団法人移行申請

※※現在、行政庁からの認可待ち現在、行政庁からの認可待ち
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平成２０年度平成２０年度 主な活動成果主な活動成果 (4)(4) （（p.1, 84p.1, 84））

■■5050周年（平成周年（平成2222年）記念事業の推進年）記念事業の推進
～会員サービスの一層の向上と社会への還元～～会員サービスの一層の向上と社会への還元～

論 誌 究会論 誌 究会（（11）論文誌・研究会活動のオンライン化）論文誌・研究会活動のオンライン化

（（22）次世代型ハンドブックの刊行）次世代型ハンドブックの刊行（（22）次世代型ハンドブックの刊行）次世代型ハンドブックの刊行

（（33）記念全国大会の開催）記念全国大会の開催

（（44）） コンピュータ将棋とトッププロ棋士との対局コンピュータ将棋とトッププロ棋士との対局

（（55）） 5050年史、記念会誌、記念論文、記念式典年史、記念会誌、記念論文、記念式典

※※各詳細は各詳細は2121年度計画を参照年度計画を参照
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※※各詳細は各詳細は2121年度計画を参照年度計画を参照
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平成２０年度平成２０年度 主な活動成果主な活動成果 (5)(5) （（p 8p 8 ））平成２０年度平成２０年度 主な活動成果主な活動成果 (5)  (5)  （（p.8p.8 ））

■「情報処理技術遺産」■「情報処理技術遺産」

「分散コンピ タ博物館」「分散コンピ タ博物館」「分散コンピュータ博物館」「分散コンピュータ博物館」

の認定制度の開始の認定制度の開始の認定制度の開始の認定制度の開始

33月月22日に国立科学博物館で初回認定式を挙行日に国立科学博物館で初回認定式を挙行33月月22日に国立科学博物館で初回認定式を挙行日に国立科学博物館で初回認定式を挙行
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★認証式と盾の写真★認証式と盾の写真★認証式と盾の写真★認証式と盾の写真
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ジャーナル・トランザクションジャーナル・トランザクション［参考］［参考］

論文数論文数
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研究会（登録数・発表数）研究会（登録数・発表数）［参考］［参考］ 研究会（登録数 発表数）研究会（登録数 発表数）［参考］［参考］
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全国大会・ＦＩＴ講演数全国大会・ＦＩＴ講演数［参考］［参考］ 全国大会 ＦＩＴ講演数全国大会 ＦＩＴ講演数［参考］［参考］

全国大会全国大会

ＦＩＴＦＩＴ
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２．平成２０年度決算報告２．平成２０年度決算報告
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平成２０年度貸借対照表平成２０年度貸借対照表 （（p.p.4141））

*税法上の出版業の区分に相当するもの ［ ］内は前年度比 （単位 千円）

（（pp ））

*税法上の出版業の区分に相当するもの。［　］内は前年度比　　（単位：千円）

一般 収益事業* 規格 支部 内部消去 合計

本部

般 収益事業* 規格 支部 内部消去 合計

資産 821,800 42,945 316,980 24,541 ▲47 1,206,219

[100%] [104%] [102%][102%] [100%] [104%] [102%]

負債 159,741 40,109 43,885 0 ▲47 243,688

[ ] [ ] [ ]

[102%]

[ ] [102%] [0%] [93%]

正味財産 662,059 2,836 273,095 24,541 962,531

[90%]

（うち積立資産） (441,039) (160,440) [105%]
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前年度実績からの増減の主要因前年度実績からの増減の主要因 （（p.63p.63））

［資産］［資産］ ２２２２,,３２９３２９ 増増
特定資産増特定資産増 積 増積 増 息息

単位：千円単位：千円

・特定資産増：・特定資産増： ５４５４,,８２９８２９ （積立増額（積立増額,,他利息）他利息）

・特定資産減：・特定資産減： ▲２９▲２９,,２８６２８６ （記念事業（記念事業, , ＪＴＣ１総会他）ＪＴＣ１総会他）

ほかほか

［負債］［負債］ １９１９,,３２１３２１ 減減
・未払金減：・未払金減： ▲８▲８ ３０６３０６ （刊行物作成費（刊行物作成費減ほか）減ほか）未払金減：未払金減： ▲８▲８,,３０６３０６ （刊行物作成費（刊行物作成費減ほか）減ほか）

・前受金減：・前受金減： ▲９▲９,,２１４２１４ （会費収入減ほか）（会費収入減ほか） ほかほか

［正味財産］［正味財産］ ４１４１,,６５０６５０ 増増
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平成２０年度正味財産増減計算書平成２０年度正味財産増減計算書 （（p.42p.42））

*税法上の出版業の区分に相当するもの。［　］内は前年度比　　（単位：千円）

pp

一般 収益事業* 規格 支部 内部消去 合計

収益 472 823 143 594 179 300 18 248 ▲20 780 793 185

本部

収益 472,823 143,594 179,300 18,248 ▲20,780 793,185

[106%] [100%] [99%]

費用 433 110 146 922 181 497 17 387 ▲20 780 758 137

経
常

[97%]

費用 433,110 146,922 181,497 17,387 ▲20,780 758,137

[108%] [92%] [100%]

増減 39 713 ▲3 328 ▲2 197 861 0 35 048

増
減 [98%]

増減 39,713 ▲3,328 ▲2,197 861 0 35,048

2,037 2,280 2,283 0 6,600

当期増加 41 750 ▲1 048 86 861 41 650

経常外増減

当期増加 41,750 ▲1,048 86 861 41,650

前期繰越 620,309 3,884 273,009 23,679 920,881

次期繰越 662 059 2 836 273 095 24 540 962 531
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次期繰越 662,059 2,836 273,095 24,540 962,531
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前年度実績からの増減の主要因前年度実績からの増減の主要因 （（p.65p.65））

［経常収益］［経常収益］ １０１０,,９８５９８５ 減減 単位：千円単位：千円

pp

事業収益減：事業収益減： ▲９▲９,,６５５６５５ ほかほか

－オンライン化による掲載料等の単価低減化－オンライン化による掲載料等の単価低減化▲２２▲２２,,２４５２４５オンライン化による掲載料等の単価低減化オンライン化による掲載料等の単価低減化 ,,
－イベント広告・参加収入減－イベント広告・参加収入減▲１３▲１３,,５２４５２４
－受託業務増－受託業務増 ２１２１,,９４６９４６ ほかほか

［経常費用］［経常費用］ １１,,７６６７６６ 増増
－オンライン化による経費減－オンライン化による経費減▲２７▲２７,,９８１９８１
－受託関係経費－受託関係経費, , 記念事業関係経費増記念事業関係経費増 ２９２９,,００２００２ ほかほか

［経常増減額］［経常増減額］ １２１２,,７５１７５１ 減減
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２２--付．平成２０年度監査報告付．平成２０年度監査報告

監 監 報告監 監 報告独立監査人監査報告（独立監査人監査報告（p.p.7171））

学会監事監査報告（学会監事監査報告（p.p.7272））pp

情報処理学会 第53回通常総会 17



３．平成２１年度事業計画３．平成２１年度事業計画
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (1)  (1)  （（p.73, 82p.73, 82））

■■アドバイザリーボードからの提言に基づくアドバイザリーボードからの提言に基づく
プ 推進プ 推進アクションプランの推進アクションプランの推進

中期的目標としての実施施策中期的目標としての実施施策～中期的目標としての実施施策～～中期的目標としての実施施策～

（（11）インダストリアルペーパの創設）インダストリアルペーパの創設（（ ）インダ トリアル の創設）インダ トリアル の創設

（（22）高度）高度ITIT人材資格制度への取り組みの推進人材資格制度への取り組みの推進

（（33）標準化活動の更なる推進）標準化活動の更なる推進

（（44）学術・実務・標準の）学術・実務・標準の33焦点間での連携焦点間での連携

（（55）ダイバシティに向けた取り組み）ダイバシティに向けた取り組み
情報処理学会 第53回通常総会

（（55）ダイバシティに向けた取り組み）ダイバシティに向けた取り組み
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (1)  (1)  （（p.82p.82））
～中期的目標としての実施施策～～中期的目標としての実施施策～

(1)(1)実務家の経験・知識の発露の場としての実務家の経験・知識の発露の場としての

インダストリアルペーパの創設インダストリアルペーパの創設

［インダストリアルペーパ準備［インダストリアルペーパ準備WGWG］］

⇒⇒査読基準の策定・発刊方法等の具体的査読基準の策定・発刊方法等の具体的

検 後 年度 第検 後 年度 第 を 指すを 指す検討後，年度内に第検討後，年度内に第11回発行を目指す回発行を目指す
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (1)  (1)  （（p.73, 83p.73, 83））
～中期的目標としての実施施策～～中期的目標としての実施施策～

(2)(2)高度高度ITIT人材資格制度への取り組みの推進人材資格制度への取り組みの推進

［［ プ シ ナ 委員会］プ シ ナ 委員会］［［ITITプロフェッショナル委員会］プロフェッショナル委員会］

①①資格試験制度の詳細設計資格試験制度の詳細設計①①資格試験制度の詳細設計資格試験制度の詳細設計

②②制度の位置付け，インセンティブ，運営体制制度の位置付け，インセンティブ，運営体制

の継続検討の継続検討

③③次年度（次年度（2222年度）制度試行年度）制度試行③③次年度（次年度（2222年度）制度試行年度）制度試行

④④ IFIPIFIPの動向に応じたの動向に応じたIP3IP3の認定取得準備の認定取得準備
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④④ 動向 応動向 応 認定取得準備認定取得準備
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (1)(1) （（p 83p 83））平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (1)  (1)  （（p.83p.83））
～中期的目標としての実施施策～～中期的目標としての実施施策～

（（33）） 標準化活動の更なる推進標準化活動の更なる推進

［［情報規格調査会情報規格調査会］］

⇒⇒標準化活動の成果の積極的な外部発信標準化活動の成果の積極的な外部発信
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (1)(1) （（p 83p 83））平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (1)  (1)  （（p.83p.83））
～中期的目標としての実施施策～～中期的目標としての実施施策～

（（ ）） 学術 実務 標準学術 実務 標準 焦点間 連携焦点間 連携（（44）） 学術・実務・標準の学術・実務・標準の33焦点間での連携焦点間での連携

［［技術応用運営委員会技術応用運営委員会］］

⇒⇒「学術」「実務」「標準」の全ての人が集まって「学術」「実務」「標準」の全ての人が集まって

議論できる場の提供議論できる場の提供議論できる場の提供議論できる場の提供
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (1)  (1)  （（p.83p.83））pp
～中期的目標としての実施施策～～中期的目標としての実施施策～

（（55）） ダイバシティに向けた取り組みダイバシティに向けた取り組み（（55）） ダイバシティに向けた取り組みダイバシティに向けた取り組み

［［技術応用運営委員会技術応用運営委員会ほか］ほか］［［技術応用運営委員会技術応用運営委員会ほか］ほか］

⇒⇒ITITダイバシティフォーラムの活動に加えダイバシティフォーラムの活動に加え⇒⇒ITITダイバシティフォ ラムの活動に加え，ダイバシティフォ ラムの活動に加え，

情報処理分野の女性・外国人への情報処理分野の女性・外国人への

プレゼンス向上を図るプレゼンス向上を図る
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (1)  (1)  （（p.83p.83））

■■アドバイザリーボードからの提言に基づくアドバイザリーボードからの提言に基づく
プ 推進プ 推進アクションプランの推進アクションプランの推進

短期的目標としての実施施策短期的目標としての実施施策～短期的目標としての実施施策～～短期的目標としての実施施策～

（（11）積極的な新規会員勧誘と会員減の防止）積極的な新規会員勧誘と会員減の防止（（11）積極的な新規会員勧誘と会員減の防止）積極的な新規会員勧誘と会員減の防止

（（22）広報活動の活性化と情報発信の推進）広報活動の活性化と情報発信の推進

⇒⇒広報委員会の設置広報委員会の設置

（（33）青少年向け活動の推進）青少年向け活動の推進（（33）青少年向け活動の推進）青少年向け活動の推進

（（44）多面的なベンチマーキング（）多面的なベンチマーキング（PDCA)PDCA)の実施の実施

情報処理学会 第53回通常総会

（（44）多面的な ンチマ キング（）多面的な ンチマ キング（PDCA) PDCA) の実施の実施
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (2) (2) （（p.84p.84））

■■5050周年（平成周年（平成2222年）記念事業の推進年）記念事業の推進■■ 周年（平成周年（平成 年）記念事業の推進年）記念事業の推進
～会員サービスの一層の向上と社会への還元～～会員サービスの一層の向上と社会への還元～

（（11）論文誌・研究会活動のオンライン化）論文誌・研究会活動のオンライン化

（（22）次世代型ハンドブックの刊行）次世代型ハンドブックの刊行（（22）次世代型ハンドブックの刊行）次世代型ハンドブックの刊行

（（33）記念全国大会の開催）記念全国大会の開催（（33）記念全国大会の開催）記念全国大会の開催

（（44）） コンピュータ将棋とトッププロ棋士との対局コンピュータ将棋とトッププロ棋士との対局将棋 棋将棋 棋

（（55）） 5050年史、記念会誌、記念論文、記念式典年史、記念会誌、記念論文、記念式典
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (2)  (2)  （（p.p.8484））
～創立～創立5050周年記念事業～周年記念事業～

（（11）） 論文誌・研究会活動のオンライン化論文誌・研究会活動のオンライン化

20082008年年44月月論文誌のペーパレス化論文誌のペーパレス化

20082008年年99月月発行後発行後22年の刊行物のオープンアクセス化年の刊行物のオープンアクセス化

20092009年年44月月研究会活動のペ パレス化研究会活動のペ パレス化20092009年年44月月研究会活動のペーパレス化研究会活動のペーパレス化

20102010年年44月月 NIINIIの協力を得て，低価格で購読可能なの協力を得て，低価格で購読可能な年年 月月 の協力を得て，低価格で購読可能なの協力を得て，低価格で購読可能な

総合デジタルライブラリ（仮称）を実現予定総合デジタルライブラリ（仮称）を実現予定
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (2)  (2)  （（p.p.8484））
～創立～創立5050周年記念事業～周年記念事業～

（（22）） 次世代型ハンドブックの刊行次世代型ハンドブックの刊行

・オンラインで持続的に修正・拡張・オンラインで持続的に修正・拡張

・・ 20102010年年33月に初版を会員に公開予定月に初版を会員に公開予定

さらさら 他学会と連携 た他学会と連携 た「総合学術辞典「総合学術辞典・さらに・さらに, , 他学会と連携した他学会と連携した「総合学術辞典」「総合学術辞典」

を構築しを構築し 広く 般へ公開予定広く 般へ公開予定を構築しを構築し, , 広く一般へ公開予定広く一般へ公開予定
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (2)  (2)  （（p.p.8484））
～創立～創立5050周年記念事業～周年記念事業～

（（33）） 記念全国大会記念全国大会

会期会期：：2010 2010 年年3 3 月月9 9 日～日～ 11 11 日日
会場：東京大学会場：東京大学本郷キャンパス本郷キャンパス会場：東京大学会場：東京大学本郷キャンパス本郷キャンパス

テーマ：コンピュータの無い社会を想像できますか？テーマ：コンピュータの無い社会を想像できますか？

招待講演招待講演招待講演招待講演

・・Frances Allen Frances Allen 氏（氏（IBM IBM 名誉フェロー）名誉フェロー）
* * 女性初のチューリング賞受賞者女性初のチューリング賞受賞者

・濱田純一氏（東京大学・濱田純一氏（東京大学総長）総長）

情報処理学会 第53回通常総会

濱田純 氏（東京大学濱田純 氏（東京大学総長）総長）
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平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (2)  (2)  （（p.84p.84 ））
～創立～創立5050周年記念事業～周年記念事業～

（（44）） コンピュータ将棋とトッププロ棋士とのコンピュータ将棋とトッププロ棋士との
対局対局対局対局

・コンピュータシステムとソフトウェアの性能を・コンピュータシステムとソフトウェアの性能をコンピュ タシステムとソフトウェアの性能をコンピュ タシステムとソフトウェアの性能を

最大限まで発揮することを要求したコンピュ最大限まで発揮することを要求したコンピュ

タ将棋と ププ 棋 対戦を実施タ将棋と ププ 棋 対戦を実施ーータ将棋とトッププロ棋士の対戦を実施し、タ将棋とトッププロ棋士の対戦を実施し、

ITIT技術の進歩に貢献する技術の進歩に貢献するITIT技術の進歩に貢献する技術の進歩に貢献する

・対局実施は平成・対局実施は平成2222年秋予定年秋予定

情報処理学会 第53回通常総会 30



平成２１年度平成２１年度 重点活動重点活動 (2)(2) （（p.p.8585））pp
～創立～創立5050周年記念事業～周年記念事業～

（（55）） 記念会誌、記念論文、記念会誌、記念論文、5050年史、式典年史、式典

記念会誌記念会誌 ⇒⇒20102010年に特集号年に特集号を予定を予定

記念論文記念論文 ⇒⇒記念式典で表彰記念式典で表彰

応募締切：応募締切：20102010年年22月月11日日応募締切：応募締切：20102010年年22月月11日日

5050年史年史 ⇒⇒記念式典で配布記念式典で配布5050年史年史 ⇒⇒記念式典で配布記念式典で配布

記念式典記念式典 ⇒⇒20102010年年1111月月1818日日
情報処理学会 第53回通常総会

記念式典記念式典 20102010年年1111月月1818日日
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４．平成２１年度収支予算４．平成２１年度収支予算
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平成２１年度収支予算平成２１年度収支予算 （補足）（補足）

新々公益法人会計基準に準拠新々公益法人会計基準に準拠

■収支予算書■収支予算書

・法人全体で正味財産増減計算書ベースで作成・法人全体で正味財産増減計算書ベースで作成

■内訳表■内訳表

般社団法人としての申請事業区分に対応般社団法人としての申請事業区分に対応・一般社団法人としての申請事業区分に対応・一般社団法人としての申請事業区分に対応

・旧会計区分は内訳表に分散移行・旧会計区分は内訳表に分散移行旧会計区分は内訳表に分散移行旧会計区分は内訳表に分散移行

・事業費は、従来の管理費の一部配布後の数値・事業費は、従来の管理費の一部配布後の数値
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参考：旧会計区分に準じた予算表示参考：旧会計区分に準じた予算表示

※正味財産増減計算書ベースの予算書、［　］内は前年度比　（単位：千円）

本部 規格 支部 内部消去 合計本部 規格 支部 内部消去 合計

収益 538,455 171,357 17,957 ▲20,780 706,989

[96%] [104%] [99%] [98%]経 [96%] [104%] [99%] [98%]

費用 605,774 173,148 23,631 ▲20,780 781,773

[106%] [97%] [104%] [104%]

経
常
増
減 [106%] [97%] [104%] [104%]

増減 ▲67,319 ▲1,791 ▲5,674 0 ▲74,784

0 0 0 0経常外増減

減

0 0 0 0

当期増加 ▲67,319 ▲1,791 ▲5,674 ▲74,784

前期繰越 664 895 273 095 24 541 962 531

経常外増減

前期繰越 664,895 273,095 24,541 962,531

次期繰越 597,576 271,304 18,867 887,747
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前年度予算からの主な増減の主要因前年度予算からの主な増減の主要因 （（p.p.4141））

［経常収益］［経常収益］ １６１６,,６７４６７４ 減減
受取会費減受取会費減 ▲９▲９ １７０１７０ （会員減）（会員減）

単位：千円単位：千円

受取会費減：受取会費減： ▲９▲９,,１７０１７０ （会員減）（会員減）

事業収益減：事業収益減： ▲９▲９,,８８２８８２ ほかほか

－オンライン化による研究会登録費単価低減化－オンライン化による研究会登録費単価低減化▲１８▲１８,,３５８３５８
論文掲載計画数減論文掲載計画数減▲９▲９,,１１３，１１３， 規格賛助口数減規格賛助口数減▲６▲６,,３００３００
イベ ト広告 参加増イベ ト広告 参加増 ほかほか－イベント広告・参加増－イベント広告・参加増 ２２２２,,０５３ほか０５３ほか

［経常費用］［経常費用］ ２８２８ ９４６９４６ 増増［経常費用］［経常費用］ ２８２８,,９４６９４６ 増増
－オンライン化による経費減－オンライン化による経費減▲２２▲２２,,３２５３２５
記念事業関係経費増記念事業関係経費増 ５３５３ ００００００ ほかほか－－記念事業関係経費増記念事業関係経費増 ５３５３,,００００００ ほかほか

［経常増減額］［経常増減額］ ４５４５,,６２０６２０ 減減

情報処理学会 第53回通常総会

［経常増減額］［経常増減額］ ,, 減減
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５．会費滞納会員の扱い５．会費滞納会員の扱い

除名除名 ５３５名５３５名
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引続き引続き 表彰等表彰等引続き引続き 表彰等表彰等

・・ 名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員

・・ 平成２０年度功績賞平成２０年度功績賞

・・ 平成２０年度論文賞平成２０年度論文賞

・・ 平成２０年度喜安記念業績賞平成２０年度喜安記念業績賞

平成２０年度長尾真記念特別賞平成２０年度長尾真記念特別賞・・ 平成２０年度長尾真記念特別賞平成２０年度長尾真記念特別賞

・・ 平成２１年度役員改選平成２１年度役員改選平成２１年度役員改選平成２１年度役員改選

・・ 法人移行に伴う定款の追加変更法人移行に伴う定款の追加変更
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