
平成２９年定時社員総会議事録 

 一般社団法人 日本オルガニスト協会 

下記の要領で定時社員総会を開催した。 

日時 平成29年4月29日(土) 午前10時40分 

場所 所沢市民文化センター内リハーサル室 

挨拶 代表理事 馬淵久夫 

点呼 議決権のある社員総数   509名 

総社員の議決権の数    509個 

出席社員数（委任状によるものを含む） 176名 

この議決権の総数    176個 

出席理事  馬淵久夫（議長） 

        今井奈緒子 

        平井靖子（議事録作成者） 

        廣野嗣雄 

出席監事  河野和雄 

議事録署名人  議長及び今井奈緒子理事と廣野嗣雄理事が指名された。 

 以上の通り社員の出席があったので、定款の規定により代表理事 馬淵久夫は議長席に着き、

出席社員の議決権が総社員の議決権の数509個の４分の１以上あることをもって本定時総会は適

法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 

第１号議案 平成28年度事業報告及び決算の承認に関する件  

 議長は、当期（平成28年7月5日～29年3月31日）は設立の年度であり、下記のような組織作り

が主な事業になったことを説明し報告した。 

規定作成：役員選挙規定、運用規定、事務局規定など、定款に基づく活動の細則を作成した。 

設立総会：平成28年10月23日開催。日本オルガニスト協会の会員584名21団体を社員として

受け入れた。 

会報発行：平成28年11月と平成29年3月に発行。新入社員に法人組織の概要を解説した。 

  理事選挙：役員選挙規定に基づいて次期理事の選挙を平成29年1月～3月に実施した。 

 議長は、これら事業に伴う経理関係書類として下記のものを提出し、事務局・松浦光子による

内容説明、及び河野和雄監事による監査報告を受けて、その承認を求めたところ、満場異議なく

これを承認可決した。 

貸借対照表（資料1）  正味財産増減計算書（資料2）  附属明細書―財産目録（資料3） 

第２号議案 次期（平成29年度－30年度）役員の選任の件 

議長は、設立時役員5名（理事：今井奈緒子、平井靖子、廣野嗣雄、馬淵久夫 監事：河野和

雄）が、本定時総会に引き続いて行われる次期代表理事選任のための理事会の終結をもって任期

満了し、退任することになるので、本定時総会で次期の役員を選任することが必要であることを

説明した。これを受けて、役員選挙規定に従って去る1月から3月にかけて実施された選挙結果か



 

ら、内出容子選挙管理委員長が下記の13名を理事として提案し、満場異議なく賛成した。また、

議長は理事会での協議の結果から下記の2名を監事として提案し、満場異議なく賛成した。これ

により本件は提案通り可決確定した。 

理事  岩崎 真実子  大塚 直哉  久野 将健   久保田 真矢   小林 英之  

  近藤 岳     寺岡 恵美  徳岡 めぐみ   長谷川 美保  廣江 理枝   

廣野 嗣雄   松居 直美  吉田 仁美 

 監事  今井 奈緒子  馬淵 久夫 

第３号議案 平成29年度事業計画及び予算案の承認に関する件 

 議長は、平成29年度の事業として下記の項目を提示し、収支予算書（資料4）によって詳しく

説明して承認を求めた。満場異議なく可決された。 

経常的事業 会員間情報交換-------------会報、会員名簿（定款・諸規定）及び会員証の発行 

調査研究----------------------機関誌発行 

演奏家育成-------------------新人演奏会 

助成（応募型）-------------演奏助成 

中長期事業 平成31年度「全国大会」（公益事業の性格も含める） 

 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時30分閉会した。 

 以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事のうち指名された

もの２名が記名押印する。 

平成２９年５月８日 

一般社団法人日本オルガニスト協会定時社員総会 

議長 代表理事  馬淵 久夫  ㊞ 

                            理事  今井 奈緒子 ㊞ 

                            理事  廣野 嗣雄  ㊞ 

資料1 

貸借対照表 

（平成 29 年 3 月 31 日現在） 一般社団法人日本オルガニスト協会 

科目 金額 （単位：円） 
 

科目 金額 （単位：円） 

資産の部     
 
負債の部      

 1.流動資産     
 

 1.流動負債     

現金預金 1,711,180   
 

 2.固定負債     

      
 

 負債の部 合計     

      
 
正味財産の部      

 2.固定資産     
 

   1. 指定正味財産     

基本財産/定期貯金 1,000,000   
 
寄付金-基本財産 1,000,000   

  
 

  
 

 2. 一般正味財産 1,711,180   

      
 
正味財産の部 合計   2,711,180 

資産の部 合計   2,711,180 
 
負債・正味財産の合計 

 
2,711,180 

 



資料2 

平成 28 年度 正味財産増減計算書                                        

（平成 28 年 7 月 5 日～29 年 3 月 31 日） 
一般社団法人日本オルガニスト協会 

勘定科目（大） 勘定科目（中） （円） 備    考 

経常収益       

受取寄付金       

  受取寄付金 3,020,573 日本オルガニスト協会より 

雑収益       

  受取利息 1   

  雑収益 10   

経常収益計   3,020,584   

経常費用       

事業費       

  会報費 40,500   

  通信運搬費 50,564 会報発送 

  消耗品費 791   

管理費       

  給与手当 33,411   

  会議費 5,912   

  旅費交通費 75,100 法人設立、理事会、設立総会 

  通信運搬費 231,007 総会通知、理事選挙 

  消耗什器備品費 109,800 パソコン 

  消耗品費 15,107   

  印刷費 118,111 法人挨拶状、総会案内等 

  新聞図書費 7,174 法人税務解説書 

  渉外費 4,104 慶弔費 

  租税公課   111,700 定款認証、法人登記 

  支払手数料  6,123   

経常費用計   809,404   

当期経常増減額   2,211,180   

正味財産期首残高   500,000 設立時資産 

正味財産期末残高   2,711,180 
 

資料3 

附属明細書（財産目録） 

（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

貸借対照表科目 場所・物量等 金額（円） 

（流動資産）       

  現金 現金手許有高 9,366  

  預金 普通貯金 ゆうちょ銀行 〇一八店 429,678  

    定額貯金 ゆうちょ銀行 〇一八店 1,000,000  

    みずほ銀行 目黒支店 272,136  

流動資産合計   1,711,180  

（固定資産）       

基本財産 預金 定期貯金 ゆうちょ銀行 〇一八店 1,000,000  

   正味財産     2,711,180  



 

資料4 

平成 29 年度収支予算書 

一般社団法人日本オルガニスト協会 

勘定科目（大） 勘定科目（中） （円） 備    考 

1. 経常増減の部       

 (1) 経常収益       

受取会費   4,200,000   

事業収益       

  広告料収入 285,000 機関誌の広告掲載 

 経常収益計   4,485,000   

 (2) 経常費用       

事業費       

  支部事業費 1,260,000   

  公演助成費 100,000   

  機関誌費 600,000   

  会報費 100,000   

  名簿刊行費 300,000   

  旅費交通費 100,000 委員会等の旅費 

  通信運搬費 150,000   

  諸謝金 50,000   

管理費   0   

  給与手当 602,000   

  会議費 20,000   

  旅費交通費 700,000 理事会、総会の役員旅費 

  通信運搬費 100,000 総会通知など２回分 

  消耗品費 50,000   

  電算管理費 248,000 ホームページ、事務局など 

  印刷費 70,000 会員証カード発行（奇数年度） 

  事務委託費 500,000   

  事務所家賃 96,000   

  渉外費 20,000 慶弔費、寄付金等 

  租税公課   50,000 都税 

  支払手数料 50,000   

経常費用計   5,166,000   

当期経常増減額   △681,000   

2. 経常外増減の部       

 (1) 経常外収益       

受取寄付金       

  受取旧協会寄付金 7,000,000   

 経常外収益計   7,000,000   

 (2) 経常外費用   0   

 経常外費用計   0   

当期経常外増減額   7,000,000   

当期正味財産増減額   6,319,000   

正味財産期首残高   2,704,591   

正味財産期末残高   9,023,591   

 


