
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度事業報告及び収支決算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 河内奨学財団 

小山市大字卒島 1293番地 

 

 

 

 

 



平成 30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 49大学から 142名の応募があり、選考委員の厳正な審査

を経て、奨学生 33名を選考することができました。また、大学院生を含めて 177名の奨学

生に奨学金を給付したほか、役員、奨学生などの出席を得て、8 月 21 日に「第 14 回奨学

生の集い」を開催し、財団の役員が奨学生に直接会って激励することができました。また、

全国を 6 地区に分けて「奨学生地区別懇談会」を開催し、生活状況や学習状況などの聞き

取りやアドバイスを行ったほか、例年と同様に生活状況報告書を提出させ、奨学生の生活

状況の把握に努めました。 

第 45・46・47 回の理事会及び第 32 回評議員会・評議員事務連絡会を開催して、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審議を行いました。また、選考委

員会を開催して奨学生の選考を行いました。 

 

 

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）85,200,000円 

⑵ 奨学生補導費 

(学資金を受ける学生の補導）10,160,612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）35,664,216円 

 

 事業費の金額合計 131,024,828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 129,600,000 円に対して、決算額は 127,238,272 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 134,497,000円に対して、決算額は、135,548,565円（予算比 100.78％）

となり、1,051,565円予算額を上回りましたが、これは管理費支出の報酬料支出、旅費交通

費支出などが増加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）4,599,400,000 円を含めた有価証券 5,366,580,000 円、合計金額

5,569,340,833円となっております。 

 

 

 

 

 



３．主要常務日誌 

日  付 内   容 

平成 30年 4月 5日 

～平成 31年 3月 31日 

山陽小野田市立山口東京理科大学をはじめとして、計画通り 15 大

学を訪問し、今年度で 75大学すべての担当者との面談を実施した。 

平成 30年 5月 8日 奨学生の願書受付業務を開始する。 

平成 30年 5月 8日 
奨学金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。 

平成 30年 5月 30日 

第 45 回の理事会を開催する。 

・平成 29年度事業報告及び決算承認の件 

・株主権行使承認の件 

・第 32回評議員会の開催承認の件 

平成 30年 6月 14日 

第 32回評議員会を開催する。 

・議長の選任の件 

・平成 29年度事業報告および決算承認の件 

・理事選任の件 

・議事録署名人選任の件 

第 46回理事会を開催する。 

・平成 29年度内閣府への定期提出書類承認の件 

・代表理事・業務執行理事の選任の件 

・（報告）理事長・常務理事の業務報告 

平成 30年 6月 15日 
第 33回選考委員会を開催する。奨学生として大学 1年生 32名・大

学 3年生 1名及び大学院生 2名を選考する。 

平成 30年 6月 19日 奨学生応募者並びに関係する薬科大学に選考結果を通知する。 

平成 30年 6月 29日 大学院生を含めた奨学生 177名に前期奨学金を振り込む。 

平成 30年 7月 6日 第 2回県内役員懇談会を実施する。 

平成 30年 8月 21日 

 

奨学生 66名の参加のもとに「第 14回河内奨学財団奨学生の集い」

を開催する。 

平成 30年 9月 30日 

～平成 30年 11月 25日 

「第 11 回奨学生地区別懇談会」を、関東甲信越静地区をはじめと

して、6地区合計 108名の奨学生の参加を得て実施した。北海道地

震のため北海道・東北地区は予定を延期し、開催地を仙台市に変更

し、実施した。 

平成 30年 10月 16日 奨学生に生活状況報告書の提出依頼を送付する。 

平成 30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。 

平成 30年 12月 11日 奨学生 175名に後期奨学金を振り込む。 

平成 31年 2月 22日 第 3回東京地区役員懇談会を実施する。 

平成 31年 3月 4日 

第 47回理事会・評議員事務連絡会並びに第 34回選考委員会を開催

する。 

・平成 31年度奨学生募集要項の承認の件 

・平成 31年度第 15回奨学生の集い開催要項の承認の件 

・平成 31年度第 12回奨学生地区別懇談会開催要領の承認の件 

・平成 31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 

(報告) 理事長・常務理事の業務報告 

 ・大学訪問の状況について 

 ・本財団の役員等の再編について 

 ・平成 30年度奨学生の生活費の状況について 

 ・平成 30年度卒業予定者の進路決定状況について 

平成 31年 3月 5日 薬科大学に奨学生募集要項を送付する。（74大学） 

平成 31年 3月 19日 平成 31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 5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 5人                   現在数 6人 

（平成 31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 

H30.6.12～R2.6 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 

H30.6.14～R2.6月

の定時評議員会 23 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 
H30.6.14～R2.6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 
H30.6.14～R2.6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 山野井 暉 
H30.6.14～R2.6月

の定時評議員会 なし 非常勤 元 宇都宮東高等学校長 
H23.3.4 より 

理事に就任 

監 事 澤田 雄二 
H27.6.18～R1.6 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 
H27.6.18～R1.6 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 
H27.6.18～R1.6 月

の定時評議員会 なし 非常勤 
株式会社カワチ薬品 

代表取締役社長 

H23.3.4 より 

評議員に就任 

評議員 小堀 和彦 
H27.6.18～R1.6 月

の定時評議員会 なし 非常勤 元 宇都宮女子高等学校長 
H23.3.4 より 

評議員に就任 

評議員 長岡 博人 
H27.6.18～R1.6 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 針谷 義弘 
H27.6.18～R1.6 月

の定時評議員会 なし 非常勤 北里大学名誉教授 
H23.3.4 より 

評議員に就任 

評議員 矢島 毅彦 
H27.6.18～R1.6 月

の定時評議員会 なし 非常勤 東邦大学名誉教授 
H23.3.4 より 

評議員に就任 

選考委員 矢島 毅彦 H27.4.1~H31.3.31 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 渡邊 敏子 H27.4.1~H31.3.31 なし   非常勤 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 加藤 光伸 H27.4.1~H31.3.31 なし 非常勤 元 喜連川高等学校長 
H23.3.4 より 

選考委員に就任 

選考委員 平栗  勝 H30.3.5~H31.3.31 なし 非常勤 元 足利清風高等学校長 
H30.3.5 より 

選考委員に就任 

選考委員 橘川 睦子 H30.3.5~H31.3.31 なし 非常勤 元 宇都宮中央女子高等学校長 
H30.3.5 より 

選考委に就任 

選考委員 神原 彰夫 H27.4.1~H31.3.31 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 

 

     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 

事務局長 鈴木 良弘  23万円 非常勤 
 

 
 

事務局次長 大豆生田 聡  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 議事事項 会議結果 

平成 30年 5月 30日 平成 29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 32回評議員会の開催承認の件 原案通り可決した。 

 

平成 30年 6月 14日 平成 29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。 

代表理事・業務執行理事の選任の件 原案通り可決した。 

平成 31年 3月  4日 平成 31年度奨学生募集要項の承認の件 原案通り可決した。 

平成 31 年度第 15 回奨学生の集い開催要項の

承認の件 

原案通り可決した。 

 

平成 31 年度第 12 回奨学生地区別懇談会開催

要領の承認の件 

原案通り可決した。 

 

平成 31 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。 

 

 

  

（２） 評議員会 

開催年月日 議事事項 会議結果 

平成 30年 6月 14日 

 

 

 

 

 

 

議長の選任の件 議長として小堀和彦氏が選任され

た。 

平成 29年度事業報告及び決算承認の件 原案通り可決した。 

 

理事選任の件 原案通り可決した。 

 

議事録署名人選任の件 議事録署名人として議長及び針谷

義弘氏、矢島毅彦氏が選任された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）選考委員会 

開催年月日 議事事項 会議結果 

平成 30年  6月 15日 

 

奨学生の選考方法の件 

 

選考方法については事務局提案のと

おり全員一致で決定した。 

奨学生の選考の件 奨学生候補者の選考を行い、全員一致

をもって大学生33名,大学院生2名の

計 35名を選考した。 

議事録署名人選任の件 議事録署名人として委員長及び加藤

光伸氏、平栗 勝氏が選任された。 

平成 31年 3月 4日 

 

奨学生の選考方法の件 選考方法については事務局提案のと

おり全員一致で決定した。 

議事録署名人選任の件 議事録署名人として委員長及び平栗 

勝氏、橘川睦子氏が選任された。 

 

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」 


