
緑丘会東京支部定時総会　資料（令和２年6月）

【第１号議案】令和元年度事業報告並びに貸借対照表・収支決算書承認の件

【資料１－１】　　令和元年度事業報告 【資料１－２】貸借対照表（令和元年度） （単位:千円）

　１．会議 平成31年３月末 令和2年３月末 増減

〇定時役員会議 平成３１年４月５日（金） 流動資産 現金預金 2,987 2,967 -20

・定時総会に提示する議案及び議事の内容を承認 未収金 63 54 -9

〇定時総会 令和元年６月８日（土） 計 3,051 3,021 -29

・平成３０年度事業報告並びに収支決算書承認 固定資産 什器備品 0 0 0

・平成３１年度事業計画並びに収支予算書承認 ソフトウェアー 0 0 0

・役員選任 計 0 0 0

〇定時役員会議 令和元年１０月２５日（金） 資産合計 3,051 3,021 -29

〇ネットワーク拡大会議 令和元年１２月５日（木） 負債合計 0 0 0

〇新年会実行委員会 3,051 3,021 -29

令和２年４月３日（土） 3,051 3,021 -29

　２．イベント

〇講演会　講師三浦群来氏 令和元年６月８日（土）緑丘会館、出席４０名

〇ホームカミングパーティ 令和元年６月２９日（土）緑丘会館、参加３４名 【資料１－3】収支決算書（正味財産増減計算書）（令和元年度） （単位:千円）

〇ゴルフ大会 令和元年９月１０日（火）サミット・ゴルフ倶楽部、2８名 平成30年度 令和元年度 増減

令和元年９月１４日（土） 　年会費収入 1,153 1,115 -38

・国技館大相撲観戦：５０名/ちゃんこ：３５名 　会合収入（雑収入含む） 1,372 337 -1,035

〇ジンギスカンパーティ 令和元年１１月２日（土）・松尾ジンギスカン、２０名 　資産運用益 0 0 0

〇講演会　講師若林緑氏 令和元年１１月３０日（土）緑丘会館、４６名 　収入合計 2,525 1,452 -1,072

〇新年会：令和２年２月２２日（土）喜山倶楽部予定をコロナウイルス感染防止のため中止 　会合費 1,510 471 -1,039

【第２号議案】　令和２年度事業計画及び収支予算書承認の件 　業務委託費 600 600 0

【資料２－１】　令和２年度事業計画 　その他管理費 492 412 -80

　１．会議 　費用合計 2,603 1,482 -1,121

〇定時役員会議準備会 令和２年４月３日（金）--中止 　当期正味財産増減額 -78 -29 49

〇定時役員会議 令和２年４月１０日（金）--中止 　正味財産機首残高 3,130 3,051 -78

（・定時総会に提示する議案及び議事の内容を書面承認） 　正味財産期末残高 3,051 3,021 -29

〇定時総会 令和２年６月30日　　--書面決議--

・令和元年度事業報告並びに貸借対照表・収支決算書承認

・令和２年度事業計画並びに収支予算書承認

・役員選任 【資料２－２】収支予算書（令和２年度） （単位:千円）

〇定時役員会議 令和２年１０月下旬 科　目 令和元年度実績 令和2年度予算 増減

〇ネットワーク拡大会議 令和２年１２月予定 　年会費収入 1,115 1,100 -15

〇東京支部新年会反省会 令和３年３月予定 　会合収入 337 1,400 1,063

　２．イベント 　収入合計 1,452 2,500 1,048

〇講演会 令和２年６月６日（土）--中止（11月28日に開催） 　会合費 471 1,600 1,129

〇ホームカミングパーティ 令和２年６月２７日（土）緑丘会館--8月～12月に延期予定 　業務委託費 600 600 0

〇ゴルフ大会 令和２年８月２４日（月）サミット・ゴルフ倶楽部 　その他管理費 412 500 88

令和２年９月１９日（土）国技館 　費用合計 1,482 2,700 1,218

〇ジンギスカンパーティ 令和２年１０月予定（土） 　当期正味財産増減額 -29 -200 -171

〇講演会 令和２年１1月２８日（土）緑丘会館 　正味財産期首残高 3,051 3,021 -30

・講師：山本賢司氏（本学名誉教授） 　正味財産期末残高 3,021 2,821 -200

〇東京支部新年会 令和３年３月６日（土）仮予約　15：00～17：30

・会場：喜山倶楽部

【第3号議案】　役員・理事・監事　選任の件

　役職名 氏名 卒年 2020年総会 任期 　役職名 氏名 卒年 2020年総会 任期

　理事・支部長 圓乗　洋 昭和５０年 再任 2022 理　事 原田　博明 昭和５４年 2021

　理事・副支部長 大橋　克也 昭和４５年 2021 　　〃 山本　光一 昭和５５年 新任 2022

　　〃　　〃 秋光　実 昭和４８年 再任 2022 　　〃 森　亮太 昭和５５年 新任 2022

　　〃　　〃 遠藤　聡史 平成８年 2021 　　〃 大沼　伯史 昭和５８年 2021

　　〃　　〃 平子　知明 平成１７年 2021 　　〃 堤　千夏子 昭和６３年 再任 2022

　理　事 三村　孝子 昭和４４年 再任 2022 　　〃 塚原　敏夫 平成２年 再任 2022

　　〃 福田　恭一 昭和４７年 再任 2022 　　〃 荻野　聖絵 平成３年 2021

　　〃 髙橋　眞理雄 昭和４８年 再任 2022 　　〃 渡邊　靖雄 平成１２年 2021

　　〃 古川　哲朗 昭和４８年 2021 　　〃 児玉　涼 平成２６年 2021

　　〃 池田　喜久雄 昭和５１年 再任 2022 　監　事 岸本　茂雄 昭和５０年 2021

　　〃 永井　健夫 昭和５１年 2021 　　〃 平野　理衛 昭和５３年 再任 2022

太字にて氏名が表示されている方は再任　乃至　新任候補者です。

役員名簿

科　目

〇大相撲観戦とチャンコの夕べ

（千円未満は切り捨てで表示）

※令和元年度の会合収入及び会合費の減少要因は、コロナウイルス

　感染防止のため新年会を中止したため。

〇大相撲観戦とチャンコの夕べ

（千円未満は切り捨てで表示）

科　目

令和元年11月30日、令和２年１月８日、1月23日、２月13日 　正味財産合計

〇支部役員会議準備委員会 　負債・正味財産合計


