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損益計算書 
（2015年度決算） 

供給高             204,432,013 

供給原価                              184,151,162 

供給剰余金            20,280,851 

利用事業収入      72,929,645 

事業総剰余金         93,210,496 

事業経費                                   64,389,021 

事業剰余金            28,821,475 

事業外収入              3,399,487 

経常剰余金      32,220,962 

法人税等                                     4,309,554 

法人税等調整額                           2,729,274 

当期剰余金            25,182,134 

当期首繰越剰余金  11,510,412 

当期未処分剰余金  36,692,546 

目次  主な内容 

1 第 59回通常総代会の報告   

2 第 1回理事会・監事会について 

共同購入ハーベスト 

「利用感謝祭」について 

2～3 学校生協指定店情報 

3 学校生協からのお知らせ 

4    みんなの声・クイズコーナー 
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〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 978-46 茨城教育会館１階 
ＴＥＬ  0120-663-648    FAX 0120-663-638 

2015年 6月１9日 通常総代会特集 
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2015 年 6 月 19 日（金），水戸市のホテルレイクビュー水戸において第 59 回

学校生協通常総代会が開催され，2015 年の事業計画など 7 本の議案が提案

どおり承認可決されました。出席した総代は定数 106 名中 103 名（実出席 23

名，書面議決書参加 80 名）でした。なお，本総代会をもって髙野理事長，小田

部副理事長，助川副理事長，伊東理事，塚田理事，石﨑監事の 6 名が退任さ

れました。 

 

第１号議案 2014年度事業・決算報告並びに監査報告承認に関する件           

組合員数は 16,354人，出資金は 1億 343万円，供給高は 2億 443万です。8年連

続での黒字決算となり，経常剰余金は 3千 222万円で,前年比 124.8％となりまし

た。 

第２号議案 剰余金処分案に関する件                                      

当期未処分剰余金から，組合員へお戻しする利用分量割り戻しを 5％（百貨店

2％）としました。保険・ガソリン利用は除きます。出資配当金は 1％としまし

た。合計額は 8,302,390円です。次期繰越金は 10,390,156円です。 

第３号議案 2015年度事業計画並びに予算案承認に関する件                  

2015年度の供給高目標を 1億 8千 400万円，前年計画比 106.4％とし，利用事業収

入計画目標を 7千 305万円，前年計画比 102.9％としました。 

第４号議案 定款の一部改正に関する件                                    

厚生労働省の「生協模範定款」の改正に基づき,第 7条（加入申込み）の方法を改

定し,また第 43条（職員）に関し必要な事項を定めるから定数を削除しました。 

第５号議案 役員選任に関する件                                           

役員改選年度のため，理事 20名，監事 5名の選任について，提案どおり承認され

ました。なお任期は 2年となります。 

第６号議案 役員報酬決定の件                                             

生協法の規定に基づき理事 20名・監事 5名の役員報酬総額の上限を定めました。 

第７号議案 議案決議事項効力発生の件                                   

各議決の趣旨の変更を伴わない範囲で，文章の表現等の変更について取扱いを理事

会に委任しました。 
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6 月 19 日の総代会当日，新理事による第 1 回理事会を開催し，役付理事の選任が行われ，新年度の役員体

制を確認しました。また，並行して第 1 回の監事会が行われ，特定監事の選任，監査方針・計画案等が了承され

ました。今回の役員の任期は 2年で 2017年度の通常総代会までとなります。新役員体制は以下のとおりです。 

 

第１回理事会・監事会報告， 新理事長に吉田理事を選出 

共同購入「ハーベスト」 

利用感謝祭」実施中！ 
日頃のご愛顧に応え,ハーベスト 7 月号チラシ商

品全品５％割引セールを実施中です。夏の人気商品

を各種取り揃えていますので，皆様で声をかけ合っ

てのご利用をお待ちしています。 

お申込みは 7 月 17 日（金）までとなります。 
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役職名 氏  名 所属・勤務箇所 

理事長・代表理事 吉田   豊 茨城県教職員組合 

副理事長 坂場  克身  学校長会・五軒小学校 

副理事長 萩谷  主郎 学校長協会・太田第一高等学校 

専務理事・代表理事 大森  康孝 茨城県学校生活協同組合 

常務理事 中山  幸男 茨城県教職員組合 

理事 塚田    茂 茨城県教職員組合 

理事 庄司   崇 茨城県教職員組合県北支部 

理事 小澤  瑞司 茨城県教職員組合那大支部 

理事 野口  大陽 茨城県教職員組合県央支部 

理事 海老沢 直樹 茨城県教職員組合東西支部 

理事 菅谷  利夫 茨城県教職員組合鹿行支部 

理事 倉持  克之 茨城県教職員組合土浦支部 

理事 天賀谷 治久 茨城県教職員組合常総支部 

理事 仲重   亨 茨城県教職員組合県西支部 

理事 横田  英一 茨城県教職員組合稲北支部 

理事 田邉  一男 学校長会・水戸第一中学校 

理事 横島  義昭 学校長協会・土浦第一高等学校 

理事 竹貫 美由紀 茨城県教職員組合事務職員部・大島中学校 

理事 塩田  善久 高校事務職員研究会・日立第二高等学校 

理事 石塚  健一 茨城県高等学校教職員組合 

監事・特定監事 杉山    繁 茨城県教職員組合 

監事 檜山  和寿 茨城県教職員組合 

監事 佐藤   達 学校長会・水戸第四中学校 

監事 鈴木   功 学校長協会・水戸特別支援学校 

監事 岡野  一男 茨城県高等学校教職員組合 
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学校生協では，ミサワホームの南極観測隊経験スタッフによる「南極クラス」を開催しています。 

（協力：国立極地研究所） 

すでに全国 500校を超える学校で実施しています。南極での活動をもとに，南極の未知の自然や限られた人数で支え

合うあう観測隊の生活の様子など，子どもたちに夢と希望をお届けします。 

7 月に学校宛てのご案内文書をお送りいたしますが,詳細は学校生協までお問い合わせください。なお，お申し込み・ご

予約は約 2 ヶ月前までとなります。  茨城県学校生活協同組合 ℡ 029－301－1071 
 

ページ３ 

学校生協指定店情報 
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ご意見・メッセージご紹介 
 

「たくさんの事業を展開しているのにいつも驚いています」 ミスターＴＸ 

 

「学校生協ニュース，初めて読みました。今までは，どこで止まってしまったのでしょ

う？コスメとか食品を買うことが多いです」 キリコ 

 

「コンタクトレンズも割引特典があるのですね。今度利用してみようかな」 なおママ 

 

「かんぽ生命保険がついに団体割引になりました。我が家にとってはとても嬉しいニ

ュースです」 ひまわり 

 

「頭を捻ったり，新たな熟語に出会ったり，次はどんなクイズか楽しみにしています！」 

サクラクレパス 

 

「ついに育休明けて，4月から夫が育休に入りました！こどものおやつに生協のひと

り一品企画などを利用しています」 おやつママ 

 

「はじめてクイズに挑戦してみました。いつもはさらっと読むだけでしたが，意外とお

もしろいと思いました」 JUN 

 

「（生協の）会員になっていれば仏具もお墓も 10％割引になったことを知り，早く加入

していればよかったなととても後悔しました。高額な買い物のときにはすごく助かり

ますね」 きなこ 

 

「年末の野沢菜を楽しみにしています。見かけない年もあるので今からとりあつかい

をお願いします」 K.O 
                   

いつもたくさんのご意見・メッセージありがとうございます。 

学校生協の指定店及び組合員サービス・特典一覧を記載したクリアファイル作成しました。 

各所属にも２部お届けしていますが，ご希望の方にはお送りいたしますので，学校生協までご

連絡ください。 

４月のサクラに雪が降り積もってから２ヶ月，あっという間にもう夏ですね。少し前会館の洗面

台に珍しい花が飾ってありました。ナツロウバイという珍しい花でした。世の中には初めて見る

ものがまだまだたくさんあることを実感しました。 

クイズ これってなあに？ 

  とある場所では季節が秋→夏→春→冬の順番になります。その場所は

どこでしょうか。 

 
クイズ・メッセージ応募要領 
  ハガキに①解答 ②所属 ③氏名（フルネーム）とペンネーム ④ご意見・ご感想・メ

ッセージをお書きになり， 

 〒310-0852 水戸市笠原町 978-46 茨城県学校生協「クイズ」係までお送り下さい。 

ファックスでも結構です。（Fax 0120-663-638） 

  抽選で 20名の方にＪＣＢギフトカード 1,000 円分をプレゼント。 

応募締切 7月 24日（金） 
   ※ ご応募時にいただいた個人情報は，クイズ抽選結果の学校生協ニュースへの掲載やプレゼ

ント商品の発送のみに利用させていただきます。また,ご意見・メッセージを学校生協ニュー

スに掲載させていただくことがございます。 

 

前回のクイズ当選者 
  下記の方々に商品をお送りいたしました。（敬称略） 

北茨城市おにちゃん，鉾田市ジンチョウゲ，鹿嶋市おやつパパ，ウッチー，チョコママ，ＪＩＭ，

水戸市さくら，神栖市キリコ，石岡市かのかのん他 9名の方が当選となりました。 

（クイズの正解者は 18名でした。） 

               ※今回のクイズは栃木県学校生活協同組合の提供です。 
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前回クイズ 

これってなあに？ 解答 

 

Ｑ とっても古い体育館で行われてい

るスポーツはなんでしょうか。 

 

Ａ 「バスケットボール」でした。 

 

（とっても古い体育館 

 → 老朽 → 籠球 → 

バスケットボールでした）   

ご意見・メッセージ 

募集中！ 
 
 クイズの答と合わせご意見・メッセ

ージ募集しています。今思っている

ことなど，一言で結構ですので，ぜ

ひお寄せください。 

 クイズの答えがなくても，掲載さ

れた方にはＪＣＢギフトカードを進呈

いたします。 

ホッとするメッセージなどお待ち

しています。  

ナツロウバイ 

 


