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一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会 

 

平成 29年度 第 3回理事会 議事録 

 

[1] 日 時： 平成 30年 3月 23日(金) 午後 6時 30分～午後 7時 10分 

[2] 場 所： 東京都新宿区内藤町 11番 4   東京都立新宿高等学校 保護者控室 

[3] 出席者： 理事総数 9名(定足数 5名) 

(1)  出席者  理事 8名 田中俊郎、加藤 隆、寺澤忠興、常木賢治、 

               久世敏正、秋山小南、寺村仁美、今村妙子 

監事   1名  松木丈浩 

 (2)  同席者    事務局  1名  吉村 悟 

[4] 議 案 

（1）平成 30年度事業計画(平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで） 

（2）平成 30年度予算(平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで)   

[5] 審議経過及び審議結果 

(1)  代表理事田中俊郎が議長となり、理事会の開会を宣言する。 

(2)  議案（1）を別紙により提案。事務局吉村からの説明後、満場一致で承認。 

(3)  議案（2）を別紙により提案。事務局吉村からの説明後、満場一致で承認。 

 

午後 7時 10分、議長が閉会を宣言   

                                       以上 
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平成30年3月23日 

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会 理事会 

 

議長   代表理事   田 中 俊 郎          ○印  

 

理事     加 藤   隆   ○印  

 

理事   寺 澤 忠 興     ○印  

                          

  理事 常 木 賢 治    ○印  

 

理事   久 世 敏 正    ○印  

 

理事   秋 山 小 南            ○印  

 

理事 寺 村 仁 美          ○印  

                    

理事    今 村 妙 子            ○印  

 

監事 松  木  丈  浩             ○印  
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第１号議案 平成３０年度事業計画 

 

１． 平成 29 年度館山寮の改修実績 

・平成 28 年度に実施した厨房の全面改修、食堂の空調整備・LED 照明化に続き、平成 29 年度

は老朽して倒壊の恐れのあった船倉の改築、近隣住民から道路を塞ぐという苦情があった入

口左側の枯れた竹藪の伐採を行った。事業計画ではこれに合わせて門扉の改修も検討したが、

見積価格が高く、かつ優先順位も低いのではないかという判断から実行を見合せた。 

  － 船倉改築工事         247 万円（予算 250 万円） 

  － 入口左側竹藪整備工事     170 万円（ 同 180 万円） 

  － その他設備維持工事、費用    50 万円（ 同 55 万円） 

－ 門扉改修工事         見合せ （ 同 370 万円） 

  ・朝陽同窓会 100 周年記念募金から 900 万円の寄付を受けたので、未使用残 400 万円余は平成

30 年以降の改修費用として財団に留保する。 

 

２．平成 30 年度館山寮の改修計画 

・平成 30 年度は引き続き住環境の整備に重点をおいて以下の内容で実施する。 

  － 宿泊棟天井断熱工事             80 万円 

  － 用具等倉庫改築工事             60 万円 

  － 入口フェンス設置工事            20 万円 

  － その他設備維持、費用            30 万円 

  － 予備費                   50 万円 

・資金は財団に留保した 100 周年募金を活用する。 

・改修工事は館山寮改修に実績のある大渕工務店、石井工務店に相見積もりを行ってから発注

することとし、６月には完了して今年の臨海教室の開催に間に合わせる。 

３． 懸案課題の検討開始 

・従前から懸案になっている以下項目などを緊急性、資金の状況を見ながら検討を行う。 

    －宿泊棟天井屋根張り替え、畳み替えなど老朽化対策 

    －女子寮洗面トイレの増設、空調設備設置など生活空間の改善 

 

４．館山寮改修以外の活動計画 

・学校側から提案のあった、臨海教室の日程短縮案の実行計画を検討する。 

・先ごろ設立された「朝陽塾」への支援の方策を検討する。 

 

５．従来からの継続活動計画 

  ・臨海教室の必要物品の購入を援助する。 

・またバラ会の活動を支援するため、前年と同じく 5万円を支出する。 
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第２号議案 平成３０年度予算 

１．経常収支増減額 

・平成 30 年度は、朝陽同窓会から 900 万円の寄付を頂いた平成 29 年度に対して大幅な収支悪

化となり、減価償却費を除いた現金収支の段階でも－263 千円の赤字となる見込みである。 

単位： 千円               －は収益の減少  

経常収益 30 年度予算 29 年度実績見込 増減 

当期経常増減額 －6,962 1,109 －8,071 

同（除く減価償却費 －463 7,492 －7,955 

 

２．経常収益 

・賛助会員受取会費は納付率を約 82％とした。 

   (納付率参考 29 年度 85％、28 年度 82％、27 年度 68％) 

・寮使用料収入は前年実績並みとした。 

・朝陽同窓会 100 周年記念事業募金からの寄付金は、29 年度 900 万円、28 年度 750 万円 

単位： 千円               －は収益の減少  

主な収益 30 年度予算 29 年度実績見込  増減 

賛助会員受取会費     3,930     4,110 －180 

寮使用料収入         9,461      9,420 41 

100 周年募金から         0     9,000 －9,000 

 

３．経常費用 

・減価償却費は 29 年度改修影響と、当年度新規固定資産取得により 12 万円増加する。 

・修繕費は 29 年度竹藪伐採等の影響で 152 万円減少する 

・委託費は開閉寮費用、保守点検費用等の増加が見込まれる。 

・助成金は、小型船舶操縦免許取得補助が一名分のため減少する。 

・予備費として 30 万円計上する。 

       単位： 千円               －は費用の減少 

主な費用 30 年度予算 29 年度実績見込 増減 

減価償却費     6,499      6,383       116 

修 繕 費           500 2,017      －1,517 

委 託 費 9,039 8,895          144 

助 成 金 210 304 －94 

予 備 費 300  － 300 

 

次葉 比較損益計算書 
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平成30年度予算比較損益計算書

　　　　　　　　　(単位：円）

科目 平成30年度予算 平成29年度見込 増減

経常収益

　　基本財産受取利息 0 0 0

　　賛助会員受取会費 3,930,000 4,110,000 -180,000 H30納入比率82％、H29-85％

　　館山寮使用料収入 9,461,000 9,420,300 40,700

　　寄付金収入 150,000 9,159,000 -9,009,000 H29同窓会から9百万円

　　受取利息 40 21 19

　　雑収益 4,500 4,500 0

　経常収益合計 13,545,540 22,693,821 -9,148,281

経常費用

　　給料手当 500,000 500,000 0

　　旅費交通費 214,000 255,430 -41,430 開閉寮費用へ-40千円

　　通信運搬費 50,000 46,954 3,046

　　減価償却費 6,499,000 6,383,189 115,811 H29船倉改築+40、H30新規+66千円

　　消耗什器備品費 220,000 263,635 -43,635

　　消耗品費 800,000 765,886 34,114

　　修繕費 500,000 2,016,698 -1,516,698 H29竹藪伐採-170、H30新規+20万円

　　燃料費 158,000 160,691 -2,691

　　光熱水料費 770,000 775,267 -5,267

　　賃借料 503,000 502,874 126

　　保険料 407,000 403,990 3,010

　　支払負担金 68,000 68,270 -270

　　支払助成金 210,000 304,435 -94,435 小型船舶免許1名減-100千円

　　委託費 9,039,000 8,894,536 144,464 開閉寮費用等+100千円

　　雑支出 10,000 0 10,000

　　予備費 300,000 0 300,000

　事業費計 20,248,000 21,341,855 -1,093,855

　　旅費交通費 3,000 0 3,000

　　通信運搬費 78,000 82,985 -4,985

　　会議費 10,000 7,255 2,745

　　消耗品費 110,000 93,198 16,802

　　租税公課 37,000 31,984 5,016

　　雑費 22,000 27,697 -5,697

　管理費計 260,000 243,119 16,881

経常費用合計 20,508,000 21,584,974 -1,076,974

当期経常増減額 -6,962,460 1,108,847 -8,071,307

除く　減価償却費 -463,460 7,492,036 -7,955,496  

 


