
 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年度事業報告及び収支決算書 
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令和 2年度事業報告 

Ⅰ 事業の状況 

 奨学生の募集を実施したところ 50大学から 213名の応募があり、奨学生選考委員の厳正

な審査を経て、奨学生 33名を新たに選考することができました。今年度は、大学院生を含

めて 178名の奨学生に奨学金を給付しました。 

事業に関しては、8月 19日に実施予定だった「第 16回奨学生の集い」と、全国を 6地区

に分けて 9月 27日～12月 6日に開催予定だった「奨学生地区別懇談会」は、新型コロナウ

イルス蔓延のため、財団の役員、奨学生の安全を配慮して、開催を中止しました。 

こうしたことで多くの事業を中止したため、下記のようないくつかの代替事業を実施し

ました。 

① 奨学生 5 年生を対象としたオンラインによる「奨学生 OB・OG 座談会」を令和 3 年 2

月 21日に開催しました。 

② 奨学生の現状を把握するために、奨学生が提出する「学習状況等報告書」に「相談し

たいこと」欄を設け、奨学生の生活状況の把握に努めました。また、一人ひとりの相

談したいことに対して役員から相談内容に対する助言を求め、学生に返却したところ、

理事長宛に感謝の礼状が多数届きました。 

③ 生活状況を把握する中で、新型コロナウイルス流行の影響を受けて、アルバイトがで

きなくなったり、親からの仕送りが減少するなど奨学生の生活が困窮している状況が

見られることから、奨学生に対して 5万円の特別支援金の給付を行いました。 

会議については、第 51・52・53・54回の理事会及び第 34回評議員会・評議員事務連絡

会を書面会議で開催し、事業報告、収支決算並びに事業計画、収支予算等の重要事項の検

討を行いました。 

 

１．事業費（正味財産増減計算書ベース） 

 

⑴ 奨学給与費 

（学資金の給与）94,340,000円 

⑵ 奨学生補導費 

(学資金を受ける学生の補導）12,290円 

⑶ 事業運営費 

（その他この法人の目的を達成するために必要な事業）21,243,187円 

 事業費支出の金額合計 115,595,477円でした。  

 

２．収支（収支計算書ベース） 

事業活動収入は、予算額 127,700,000 円に対して、決算額は 128,279,888 円となりまし

た。その内基本財産配当金収入は、117,000,000円になりました。 

 支出は、予算額 133,246,000円に対して、決算額は、118,072,190円（予算比 88.61） 

となり、15,173,810 円予算額を下回りましたが、これは新型コロナウイルス感染症の蔓延

により財団の役員、奨学生の安全を配慮して予定の事業の開催を中止したために事業費の

奨学生補導費、事業運営費（報酬料・旅費交通費）が大幅に減少したことによるものです。 

 基本財産は、期末で定期預金 200,000,000円・普通預金 2,760,833円と株式会社カワチ薬

品株式（2,600,000 株）7,490,600,000 円を含めた有価証券 8,270,650,000 円、合計金額

8,473,410,833円となっております。 



３．主要常務日誌 

日  付 内   容 

令和 2年 4月 7日 
奨学生宛に、奨学金の給与に必要な大学の在学証明書及び成績証

明書の提出依頼を送付する。 

令和 2年 4月 27日 奨学生の願書受付業務を開始する。 

令和 2年 5月 29日 

第 51 回の理事会を開催する。（書面会議にて実施） 

・令和元年度事業報告及び決算承認の件 

・株主権行使承認の件 

・第 34回評議員会の開催承認の件 

・第 16回「河内奨学財団奨学生の集い」開催中止承認の件 

・第 13回奨学生地区別懇談会開催期日一部変更承認の件 

・特別支援金支給承認の件 

令和 2年 6月 15日 

 

第 34回評議員会を開催する。（書面会議にて実施） 

・令和元年度事業報告及び決算承認の件 

・「役員等報酬規程」の改定の件 

（報告事項） 

・株主権の行使承認の件 

・第 34回評議員会の開催承認の件 

・第 16回「河内奨学財団奨学生の集い」開催中止承認の件 

・第 13回奨学生地区別懇談会開催期日一部変更承認の件 

・特別支援金支給承認の件 

・（報告）理事長・常務理事の「職務執行報告」 

 卒業生の資格取得並びに進路状況調査結果 

第 52回理事会を開催する。（書面会議にて実施） 

・令和元年度内閣府への定期提出書類承認の件 

・「役員等報酬規程」の改定について承認の件 

・（報告）理事長・常務理事の「職務執行報告」 

 卒業生の資格取得並びに進路状況調査結果 

令和 2年 6月 22日 
2・3・4・5・6年生・大学院生を含めて、奨学生 147名に前期奨学

金・特別支援金を支給する。（一人 50,000円） 

令和 2年 7月 8日 第 4回県内役員懇談会中止する。 

令和 2年 7月 10日 

第 36回選考委員会を開催する。 

・奨学生選考委員長の選任の件 

・奨学生の選考方法の件 

・奨学生選考の件 

・議事録署名人選任の件 

奨学生として、大学 1年生 30名・東京大学 3年生 1名及び 

大学院生 2名を新たに選考する。理事会承認後採用決定する。 

令和 2年 7月 20日 奨学生応募者並びに関係薬科大学に選考結果を通知する。 

令和 2年 7月 20日 

第 53回理事会を開催する。（書面会議にて実施） 

・第 18回奨学生合格者一覧および第 10回大学院生合格者 

承認の件 

・第 13回奨学生地区別懇談会開催中止承認の件 

・（報告）理事長・常務理事の「職務執行報告」 

 令和 2年度奨学生応募者の状況について 

令和 2年 8月 12日 
1学生 31名に前期奨学金・特別支援金（一人 50,000円）を 

支給する。（合計 178名）。 

令和 2年 8月 19日 

 

奨学生 98 名が参加予定の「第 16 回河内奨学財団奨学生の集い」

の開催を中止する。 

令和 2 年 9 月 27日～

令和 2 年 12 月 6 日 

6 地区計 90 名の奨学生の参加予定の「第 13 回奨学生地区別懇談

会」の開催を中止する。 

令和 2年 10月 15日 奨学生 178名に生活状況報告書の提出依頼を送付する。 

令和 2年 11月 30日 
奨学生より在学証明書・成績証明書・生活状況報告書の提出を受け

る。 



令和 2年 12月 16日 奨学生 178名に後期奨学金を支給する。 

令和 3年 1月 22日 
第 54回理事会・評議員事務連絡会並びに第 37回選考委員会 

開催中止通知を送付する。（書面会議に変更） 

令和 3年 2月 18日 第 5回東京地区役員懇談会中止する。 

令和 3年 2月 21日 奨学生 OB・OG座談会開催（奨学生 5年生 21名参加） 

令和 3年 3月 2日 

第 54 回理事会・評議員事務連絡会並びに第 37 回選考委員会を開

催する。（書面会議にて実施） 

・令和 3年度奨学生募集要項の承認の件 

・令和 3年度第 17回奨学生の集い開催要項の承認の件 

・令和 3年度第 14回奨学生地区別懇談会開催要領の承認の件 

・令和 3年度事業計画及び収支予算並びに資金調達及び設備 

投資の見込みを記載した書類の承認の件 

・特別支援金の支給の承認の件 

・資産運用管理規程の改訂についての承認の件 

・令和 3年度資産運用の方針についての承認の件 

・（報告）理事長・常務理事の「職務執行報告」 

 令和 2年度奨学生生活状況報告書のまとめ 

 令和 2年度卒業見込者の進路内定状況 

令和 3年 3月 8日 関係薬科大学に奨学生募集要項を送付する。（79大学） 

令和 3年 3月 5日 第 54回理事会（書面会議）の結果報告通知を送付する。 

令和 3年 3月 15日 令和 2年度事業計画及び収支予算書等を内閣府に提出する。 



Ⅱ 処務の概況 

１ 役員等に関する事項 

   理 事  定 数 3人～8人、任期 2年       監 事 定 数 2人、任期 4年 

        現在数 常勤 0人、非常勤 5人、計 7人     現在数 常勤 0人、非常勤 2人、計 2人 

   評議員   定 数 3人～8人、任期 4年         選考委員  定 数 5人～7人、任期 4年 

        現在数 4人                   現在数 6人 

（令和 3年 3月 31日現在） 

役名 氏名 任期 
手当 

（月額） 
常勤， 

非常勤の別 
現職 備考 

（理事長） 

理 事 
河内 タカ 

R元.6.12～R3 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 株式会社カワチ薬品顧問 

H23.3.4 より 

理事長に就任 

（常務理事） 

理 事 
神原 彰夫 

R元.6.12～R3 .6月

の定時評議員会 
24万円 非常勤 元 宇都宮中央女子高等学校長 

H23.3.4 より 

常務理事に就任 

理 事 太田 明廣 
R元.6.12～R3 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 元 東京薬科大学教授 

H23.3.4 より 

理事に就任 

理 事 田部井 克己 
R元.6.12～R3 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 元 東京薬科大学教授 

H23.3.4 より 

理事に就任 

理 事 小堀 和彦 
R元.6.12～R3 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 元 宇都宮女子高等学校長 

R 元.6.12 より 

理事に就任 

理 事 針谷 義弘 
R元.6.12～R3 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤  北里大学 名誉教授 

R 元.6.12 より 

理事に就任 

理 事 矢島 毅彦 
R元.6.12～R3 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤  東邦大学 名誉教授 

R 元.6.12 より 

理事に就任 

監 事 澤田 雄二 
R元.6.12～R5 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 弁護士 

H23.3.4 より 

監事に就任 

監 事 尾尻 哲洋 
R元.6.12～R5 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 税理士 

H24.6.19 より 

監事に就任 

評議員 河内 伸二 
R元.6.12～R5 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 (株)カワチ薬品代表取締役社長 

H23.3.4 より 

評議員に就任 

評議員 山野井 暉 
R元.6.12～R5 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 元 宇都宮東高等学校長 

R 元.6.12 より 

評議員に就任 

評議員 長岡 博人 
R元.6.12～R5 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 明治薬科大学名誉教授 

H23.3.4 より 

評議員に就任 

評議員 宮本 法子 
R元.6.12～R5 .6月

の定時評議員会 
なし 非常勤 元 東京薬科大学教授 

R 元.6.12 より 

評議員に就任 

選考委員 矢島 毅彦 R 元.4.1～R5.3.31 なし 非常勤 東邦大学 名誉教授 
H23.3.4 より 

選考委員に就任 

選考委員 渡辺 敏子 R 元.4.1～R5.3.31 なし   非常勤 元 国際医療福祉大学 教授 
H23.3.4 より 

選考委員に就任 

選考委員 神原 彰夫 R 元.4.1～R5.3.31 なし 非常勤 元 宇都宮中央女子高等学校長 
H23.3.4 より 

選考委員に就任 

選考委員 平栗  勝 R 元.4.1～R5.3.31 なし 非常勤 元 足利清風高等学校長 
H30.6.14 より 

選考委員に就任 

選考委員 橘川 睦子 R 元.4.1～R5.3.31 なし 非常勤 元 宇都宮中央女子高等学校長 
H30.6.14 より 

選考委員に就任 

選考委員 渡沼 則昭 R 元.4.1～R5.3.31 なし 非常勤 元 石橋高等学校長 
R 元.6.12 より 

選考委員に就任 

 

     特別の関係のある者 

   （１）親族関係にある者         河内タカ、河内伸二 

   （２）株式会社カワチ薬品の関係者   河内タカ、河内伸二 

         （３）元公務員   なし 

（４）現（元）国会議員    なし 



２ 職員に関する事項 

役名 氏    名 任期 
手当 

（月額） 
常勤，非常勤の別 現職 備考 

事 務 局 鈴木 良弘 
R2.4.1～ 

R3.3.31 
23万円 非常勤 

 

 
 

事 務 局 大豆生田 聡 
R2.4.1～ 

R3.3.31 
23万円 非常勤   

 

３ 会議等に関する事項 

（１） 理事会 

開催年月日 

会議名 
議事事項 会議結果 

令和 2年 5月 29日 

 

第 51 回理事会 

（書面会議にて実施） 

・令和元年度事業報告及び決算承認の件 原案通り可決した。 

・株主権行使承認の件 原案通り可決した。 

・第 34回評議員会の開催承認の件 原案通り可決した。 

・第 16回「河内奨学財団奨学生の集い」開催中止承認の件 原案通り可決した。 

・第 13回奨学生地区別懇談会開催期日一部変更承認の件 原案通り可決した。 

・特別支援金支給承認の件 原案通り可決した。 

令和 2年 6月 15日 

 

第 52回理事会 

（書面会議にて実施） 

・令和元年度内閣府への定期提出書類承認の件 原案通り可決した。 

・「役員等報酬規程」の改定について承認の件 原案通り可決した。 

・（報告）理事長・常務理事の「職務執行報告」 

 卒業生の資格取得並びに進路状況調査結果 
 

令和 2年 7月 20日 

 

第 53回理事会 

（書面会議にて実施） 

・第 18回奨学生合格者一覧および第 10回大学院生合格者 

承認の件 
原案通り可決した。 

・第 13回奨学生地区別懇談会開催中止承認の件 原案通り可決した。 

・（報告）理事長・常務理事の「職務執行報告」 

 令和 2年度奨学生応募者の状況について 
 

令和 3年 3月 2日 

 

第 54回理事会 

（書面会議にて実施） 

・令和 3年度奨学生募集要項の承認の件 原案通り可決した。 

・令和 3年度第 17回奨学生の集い開催要項の承認の件 原案通り可決した。 

・令和 3年度第 14回奨学生地区別懇談会開催要領承認の件 原案通り可決した。 

・令和 3年度事業計画及び収支予算並びに資金調達及び設備 

投資の見込みを記載した書類の承認の件 
原案通り可決した。 

・特別支援金の支給の承認の件 原案通り可決した。 

・資産運用管理規程の改訂についての承認の件 原案通り可決した。 

・令和 3年度資産運用の方針についての承認の件 原案通り可決した。 

・（報告）理事長・常務理事の「職務執行報告」 

令和 2年度奨学生生活状況報告書のまとめ 

 令和 2年度卒業見込者の進路内定状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２） 評議員会 

開催年月日 

会議名 
議事事項 会議結果 

令和 2年 6月 15日 

 

第 34回評議員会 

（書面会議にて実施） 

・令和元年度事業報告及び決算承認の件 原案通り可決した。 

・「役員等報酬規程」の改定の件 原案通り可決した。 

（報告事項） 

 

・株主権の行使承認の件 

・第 34回評議員会の開催承認の件 

・第 16回「河内奨学財団奨学生の集い」開催 

 中止承認の件 

・第 13回奨学生地区別懇談会開催期日一部変更 

承認の件 

・特別支援金支給承認の件 

・（報告）理事長・常務理事の「職務執行報告」 

 卒業生の資格取得並びに進路状況調査結果 

 

（３）奨学生選考委員会 

開催年月日 

会議名 
議事事項 会議結果 

令和 2年 7月 10日 

 

第 36 回奨学生選考委

員会 

・奨学生選考委員長の選任の件 渡邊敏子氏を委員長に選任した。 

・奨学生の選考方法の件 
選考方法について事務局提案のとお

り全員一致で決定した。 

・奨学生選考の件 

奨学生として、大学 1年生 30名・ 

東京大学 3年生 1名及び大学院生 2名

を新たに選考する。理事会承認後採用

決定する。 

・議事録署名人選任の件 
議事録署名人として委員長及び渡邊

敏子氏、平栗 勝氏が選任された。 

 

４ 許可、認可及び承認に関する事項 

申請年月日 申請先 申請事項 指令年月日 備考 

該当事項なし     

 

５ 契約に関する事項 

契約年月日 相手方 契約の概要 

該当事項なし   

 

６ 寄附金に関する事項 

寄附の目的 寄附者 申込金額 領収金額 備考 

該当事項なし     

 

７ 監督庁の指示に関する事項 

  「該当事項なし」 

 

８ その他の事項 

  「該当事項なし」 

 


