
議事の概要 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 2020年度活動･事業･決算報告及び剰余金処分案承認の件 

・2020年度末の組合員数は18,145人（前年比△218人）でした。住所等の変

更により連絡が取れない組合員さん（30人）について、定款に基づき脱会

手続きを行ないました。 

・総供給高は3億9,661万円（前年比91.0％）でした。供給状況は新型コロ

ナウイルスの感染拡大により、事業内容ごとの増加と減少の差が大きくな

りました。 

・チラシ・カタログでの供給は、一人一品利用運動をはじめ、大きく伸びまし

た。指定店供給は、巡回は微増しましたが店頭は大きく減少しました。ガソ

リン・百貨店の供給は前年を大きく下回りました。週配共同購入は生鮮食

品等の自宅配送が支持され、前年を大きく上回りました。 

・事業経費は、人件費・物件費を合わせて363万円削減しました。 

・事業総剰余金から事業経費を差し引いた事業欠損金は△1,842 万円となり

ました。事業外収益や前年度からの繰越金、コンピュータの新基幹システ

ム導入による目的積立金の取り崩しなどにより、当期の未処分剰余金は

1,480万円となりました。 

・くらし・平和・環境を守る活動は、新型コロナの感染拡大により、諸行事が

中止またはオンラインによる参加となりました。 

・「一人一品利用運動」では「東北支援商品」の供給高に応じた 11.8 万円を

日本赤十字社の東日本大震災支援金窓口に送金しました。 

 

第２号議案 2021年度活動･事業･予算決定の件 

・長年にわたる組合員さんの皆さんのご利用に感謝し、次の80周年、90周年

を目指して事業を進めていきます。 

 ①新規採用者の全員加入と組織率の維持向上にとりくみます。 

 ②組合員の声を大切にした生協活動にとりくみます。 

 ③2021年度総供給高を4億1,640万円に設定します。 

 ④食の安全確保や食糧自給率の向上をめざし、消費者問題解決のため、  

行政に働きかけます。 

 

第３号議案 定款の一部改正の件 

・生協法の規定の条番号改正に伴い、対応する広島県学校生協「定款」の改正

を決定しました。（実質的な内容変更を行うものではありません） 

 

第４号議案 未利用組合員除名の件 

・退職後 3 年以上利用がなく、かつ脱退または継続利用のいずれも手続きを

取っていただけない組合員さん 25 人について、定款に従い除名を決定し

た。 

 

第５号議案 役員選任の件 

・2021年度は理事及び監事の改選期です。総代会で理事・監事が選任された

後、理事会での互選により、次のとおり決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６号議案 役員報酬決定の件 

・理事の役員報酬（21人中、支払い対象理事5人）は総額1,700万円

の範囲内とします。監事(4人)の報酬はありません。役員への個別

の報酬額及び支給方法については、理事会の協議に一任することを

決定しました。 

  

第７号議案 役員退職慰労金支払いの件 

・常勤役員の退任にともない、役員退職慰労金の支払いを決定しまし

た。支払金額は規定に基づき、理事会の協議に一任することを決定

しました。 

 

第８号議案 議案決議効力発生の件 

・総代会での決定の後に議案に間違い等が見つかった場合は、各号の

決議の本旨に反しない範囲での字句の修正を理事会に一任すること

を決定しました。 

第 68回 通常総代会 報告 

貸借対照表 単位：千円

現金預金 380,219

割賦未収金 111,683

その他 9,806

損益計算書 単位：千円 流動資産合計 501,708

建物等 83,191

供給高 396,611 土地 129,320

供給剰余金 30,592 長期保有有価証券 299,915

その他事業収入 117,297 その他 26,212

事業経費 166,313 固定資産合計 538,638

事業外収益 16,955 資産合計 1,040,346

事業外費用 1,272 仕入未払金 38,145

経常欠損金 2,739 預り金 103,937

特別利益 118 その他 15,414

特別損失 0 退職給付引当金等 18,362

法人税等 300 負債合計 175,858

当期欠損金 △ 2,921 出資金 335,221

当期首繰越剰余金 2,729 剰余金 529,267

積立金取崩額 15,000 純資産合計 864,488

当期未処分剰余金 14,808 負債・純資産合計 1,040,346

2021年3月31日現在

2020年4月～2021年3月

2021年度収支予算
項　目 金　額 前年度比

供給高 416,400 105.0
供給剰余金 32,017 104.7
その他事業収入 110,595 94.3
事業経費 162,128 97.5
事業外収益 11,669 68.8
事業外費用 1,195 93.9
経常欠損金 △ 9,041 330.0
特別利益 100 84.2
特別損失 0 -
法人税等 300 100.0
当期欠損金 △ 9,241 316.4
当期未処分剰余金 1,566 10.6

単位：千円・％

財務諸表 

よろしくお願いいたします。

理 事 長 難 波 隆宏 一　般 理　事 山 根 基嗣 退職者
専務理事 丹 戸 幸治 一　般 理　事 坂 根 正恭 広　島
常務理事 頼 信 直枝 一　般 理　事 田 尾 伸治 佐　伯
常務理事 森 﨑 賢司 一　般 理　事 林 貞行 可　部

理　事 大 和 陽子 校長会 理　事 津 田 剛志 海　田
理　事 播 磨 寛宗 校長会 理　事 河 本 泰治 三　原
理　事 福 場 清文 教頭会 理　事 中 野 和久 福　山
理　事 杉 本 悟志 教頭会 理　事 宮 部 英巳 三　次
理　事 阿 部 直文 一　般
理　事 丸 山 信宏 一　般 監　事 宇 山 和直 全体区
理　事 沖 隆義 一　般 監　事 玉 田 文男 全体区
理　事 戸 田 志穂 事務職員 監　事 御 影 英夫 全体区
理　事 柏 原 弥生 退職者 監　事 水井 洋 全体区

ありがとうございました。

理　事 森谷 誠 校長会 理　事 濱野 梢 一　般
理　事 久 保 好寛 校長会 理　事 奈 良 周一 海　田
理　事 吉 川 孝志 教頭会 監　事 米 田 実穂 全体区

理事・監事

退任理事・監事


