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CHAdeMO2018年会員大会プログラム 

 

会員大会 

 

13：00 受付開始 

14：00 開会・議案報告・基調講演  会長 志賀 俊之 

 監査報告  （税理士 野口 浩） 

事業報告および 2018 年度活動計画 （CHAdeMO 事務局 吉田 誠） 

 ペースメーカ対応事例報告について  

 静岡県経済産業部産業革新局エネルギー政策課 主査 杉田 博則氏 

14：45 CHAdeMO 総会セミナー 

１） 次世代自動車普及に向けた経済産業省の取組について 

 経済産業省 自動車課 電池・次世代技術推進室長 石川 浩氏 

２） Utility 3.0：脱炭素化に向けたエネルギー産業の将来像  

  東京パワーグリッド（株） 取締役副社長 岡本 浩氏 

３） チャデモ欧州事務所の活動について 

  CHAdeMO 欧州事務所 ブレッシュ山辺 知子 

 

15：50 ～ 16：00 休憩 

 

レセプション   

 

16：00  幹事代表挨拶 乾杯   代表理事 姉川 尚史（東京電力 HD）  

 新任理事候補挨拶   北見 明朗（トヨタ） 

  難波 篤史（SUBARU） 

16：15  IEA プレゼンテーション Global EV Outlook 2018 

         Senior energy and transport analyst Mr. Pierpaolo Cazzola 

16：30 ～ 17：15 展示会・懇親会 

17：15  閉会の挨拶  理事（退任予定者） 佐藤 栄次（トヨタ） 

  中村 光雄 （SUBARU） 
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総会参考資料 

 

第１号議案：会長選任の件 

 会長候補者  志賀 俊之（日産自動車株式会社 副会長）（再任） 

 

第 2 号議案： 2018 年度活動方針（確認） 

これまで CHAdeMO は EV 普及拡大に向けて，大出力化機能拡張を盛り込んだ標準仕様書改

訂、充電インフラ整備の地理的拡大を目指したアジアを中心とする各国政府機関への技術支援、

拡張機能の対応と検定制度充実を図るための新システム開発、北米検定拠点整備などの取り組み

を継続してまいりました。2018 年度はひきつづき以下の 3 つを重点課題とします。 

 

① CHAdeMO 方式の地理的拡大 

世界各地で進む EV 導入政策に貢献するため，これまでの豊富な実績を活かした技術支援を

実施してまいります。特にインド，ASEAN 諸国など，標準規格を検討中の国には，安全・

互換性に関するコア技術を維持しつつ地域特性を考慮した仕様のカスタマイズによる最適

化を支援します。 

 

② CHAdeMO 方式の適用範囲拡大 

標準仕様に基づくプロトコル検定・安全基準を厳守することで、CHAdeMO の強みである安

全性・互換性を維持しながら大型車両，二輪，超小型車両などへの機能拡張検討を継続して

実施します。 

 

③ 電力系統と EV の調和を実現する技術開発 

CHAdeMO は、他の規格に先駆けて V2L/V2H さらに V2G の機能拡張に取り組んでまいり

ました。近年は、国内外で再生可能エネルギー大量導入問題への対応策として、EV の蓄電

機能への期待が高まっています。2018 年度は、世界各国で進められている実証プロジェク

トの検証結果を踏まえ、エネルギーマネジメントシステムとの通信高度化や各国・地域関連

法規への対応を関係団体と協力して進めてまいります。 

以上 
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2018 年 4 月 25 日 

 

監査報告書 
 

チャデモ協議会  

会長 志賀 俊之 殿 

琉球大学教授・税理士 

野口 浩 

 

第７事業年度（2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで）の貸借対照表，損益計算書，経費内訳を監査し

た結果，適法に処理，記載されていると認める。 

 

 

 

一般社団法人 チャデモ協議会 

自 平成 29 年 4 月 1 日 

至 平成 30 年 3 月 31 日 

 

 
 

一般社団法人　チャデモ協議会

科目 金額 科目 金額

円 円

【流動資産】 77,123,511 【流動負債】 903,195

現金及び預金 55,362,463 未払費用 832,895

未払法人税等 70,300

未収入金 21,761,048

負債の部計 903,195

【固定資産】 569,249 純資産の部

【株主資本】 76,789,565

（有形固定資産） 569,249 [利益剰余金] 76,789,565

（その他利益剰余金） 76,789,565

機械装置 569,249 繰越利益剰余金 76,789,565

純資産の部計 76,789,565

資産の部計 77,692,760 負債・純資産の部計 77,692,760

貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部 負債の部

別紙１ 



 - 4 - 

 
 

一般社団法人　チャデモ協議会 自　平成29年4月1日

円

【売上高】 91,500,000

売上総利益 91,500,000

【販売費及び一般管理費】 65,433,431

営業利益 26,066,569

【営業外損益】

　受取利息 559

その他営業外収益 6,305,053 6,305,612

経常利益 32,372,181

【特別損失】

固定資産売却損 3,971,657

会費徴収不能額 10,500,000 14,471,657

税引前当期純利益 17,900,524

法人税等 70,300

当期純利益 17,830,224

損益計算書

至　平成30年3月31日

科目 金額
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一般社団法人　チャデモ協議会 自　平成29年4月1日

円

外注費 48,261,962

寄付金 600,000

事務用消耗品費 56,328

消耗品費 863,534

賃借料 4,095,360

交際費 212,338

旅費交通費 4,165,683

通信費 309,859

支払手数料 907,664

会議費 3,329,083

減価償却費 2,140,953

租税公課 481,100

雑費 9,567

販売費及び一般管理費 65,433,431

　　　至　平成30年3月31日

科目 金額

販売費・一般管理費
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2017 年度収支報告・2018 年度予算案 

 

 

単位 [千円]

2017年度
予算

2017年度
実績

2018年度
予算案

備考

前期繰越金 57,090 57,385 55,363

収入 会費収入 65,000 73,563 74,000 \130.5/EURO 換算

その他の収入 0 199 0 旧型検定器売却益ほか（2017年度）

事務局人件費 6,000 5,673 5,850

委託費
（欧州事務所）

23,525 22,152 24,000

委託費
（国際標準化）

7,300 14,177 14,000 TC69  MT5，IEEE ICAP

委託費（その他） 6,200 2,969 5,000 税理士，商標維持，位置情報データ編集

出張旅費 4,000 4,104 4,000 会議出席，検定移管作業

支出 検定システム開発 25,000 12,990 17,000
2017年度開発分（12，300）が2018年6月に契
約納期変更

会議費
(総会・部会・WG開
催費用)

3,171 4,164 3,300 総会，整備部会

広報活動費 1,000 743 5,000 2018年度： 高出力デモ＠欧州，EVS31

欧州CHAdeMO活動
経費

5,000 3,552 3,000 欧州会議開催，展示会出展ほか

北米・アジア活動経
費

2,000 0 2,000 2017年度は，外部予算で活動

借室料 4,500 4,095 4,100

雑費 2,000 1,165 1,000 通信費，消耗品，手数料

88,000 75,784 88,250

34,090 55,363 41,113期末繰越

支出計

別紙 2 


