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令和 4 年４月役員会便り 

理事会と同時開催なので、別途理事会欄に掲載の理事会議事録速報と同一内容です。 

開催日時 令和 4年 4月 23 日 午後 4時 開催場所 ブリックアンドウッドクラブ  

出席者 

（敬称略・ 

議長以外各 

50 音順） 

 

リモート参

加も議決権

を有す。 

委任は理事

会のみ 

取締役兼理事 13 名 議 場  木内（取締役会議長）、田井（理事会議長）井上、草深 

児玉、小宮山、橋本、光岡、村岡、       以上 9名 

リモート 岡崎、新田見、                 以上 2名  

                   以上出席合計 11名 

欠席  高橋・生木（何れも田井理事長に委任）      以上 2名 

                  以上委任状を含め出席合計 13名 

執行役員兼理事 3名 議 場 無し 

リモート 寺島、                   以上出席 1名 

欠席 志村・野村（何れも木内副理事長に委任）、    以上欠席 2名、 

委任状を含め出席 3名 

最高顧問兼理事 1名 議 場   坂                   以上出席 1名                                           

以上理事 17 名                        委任状を含め 17名参加 

監査役兼監事 2名 議 場 無し、 欠席 角川・中島          以上出席 無し           

傍

聴 

理事でない執行

役員 2名 

議 場  井口、雪                    以上 2名 

MFC管理組合 議 場  出席無し                    以上 0名 

事務局 議 場  篠本、松本、宍倉                以上 3名                                  

議題 
理事会 
１，手続き事項 

  理事会・取締役会とも定足数充足 
 ２，委員会報告等 
  ①競技委員会 
   ミュアヘッド杯を開催した。 
   クラブ対抗が男子 5 月 17 日、女子が 5 月 24 日に開催される。 
   ジュニアの競技参加について、早めに結論を出すようにする。 

②クラブライフ委員会 
 開場記念祭について説明があり、ドラコン大会や二次会はやらない予定、模擬店は各委員会にお願いす

る予定など報告があった。 
これに対し、キッチンカー利用などの意見が出されたが、会期が迫り既に準備中なので、次回検討課

題とした 
③グリーン委員会 
  ティーグランドの日照確保のための大きな木の伐採などをキーパーに任せ、木の伐採やバンカーの改

修工事、カート道の補修の一部等について費用を考慮しつつ外部業者利用も行いたい。 
雑草除去について、一部ディボット補修と同様気付いたプレーヤーが行うようにメンバーに呼び掛

けたい旨意見が有った。 
④ジュニア委員会 

春休みジュニアレッスンが好評だが、低学年の子供が多くコースでの統率が大変。 
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小池プロが急遽欠席で、西尾プロの負担が大きいことがあり、他のプロの確保が必要。 
ホームページのジュニアレッスンのページが出来、レッスンの風景写真が掲載され、合言葉で家族の

みが見られるようになった。 
⑤フェローシップ委員会 
 ㋄も目土強化月間。ゲストから手入れが行き届いているとの評価を得ている。メンバーにボールマーク

の補修強化をお願いしたい。 

 本日の YOKOSOコンペは最近の入会者約 80名の内 26名が参加。後 2回で残る 50名の参加を呼び掛ける。

入会時の委員会説明と委員会加入依頼が充分でないと感じた。 

⑥ST ミーテイング 
  第 1 回を 5 月 21 日の開場記念と同時開催とする。参加資格は親子 孫子 親子孫の組合せ。子供は小

学生以上。今回はスクランブルゲームで行う。今後のゲームのやりかたについて、各委員会で案を 3 つ

出してほしい。 
 

取締役会 
議決事項 
（１）株式譲渡承認について 
  普通株 2 株の譲渡を承認した。 
報告・協議事項 
（１）最近のゴルフ場の売り上げ状況について                        

  本年 3 月 前年 前年比 内平日 前年比 内土日祝 前年比 
営業日数（日） 28 28 0 19 -1 9 +1 
来場者数合計（人） 2,679 2,662 +17 1,516 -258 1,163 +275 

 内   M 1,430 1,253 +177 577 -29 853 +206 
 Ｇ 830 766 +64 544 +19 286 +45 

     Ｖ 89 166 -77 65 -101 24 +24 
     Ｎ 330 477 -147 330 -147 0 0 
ゴルフ場売上高 2,293 2,216 +77 1,324 -111 969 +188 
3月の来場者数は 1,430名で前年比 17名の微増。メンバーとゲストが増加し、ビジターとネットが減少

した。平日は前年同月比営業日が 1 日少ないとは言え雨天と寒さの影響が有り 285 名減少した。逆に

土日祝日は営業日が 1 日多い上に、前年に比べ雨の日が少なく 275 名増加した。（有料来場者は 90名

減少） 

ゴルフ場売上は、2,293 万円で前年比 77 万円増加した。有料来場者数が 90 名減少にも拘わらずゴルフ

場売上が 77 万円増加したのは、ラウンド売上が土日のゲスト・ビジターが合計 66 名増加等により前

年比約同額に収まったことと、無料を含む来場者数の増加により飲食の売上が、72万円増加したこと

等による。この結果 36期期初来 7か月間の累計では、来場者数が 18,370 名で前年同期間比 512 名減

少（内ネット 1,020名減少）し、ゴルフ場売上げは 16,353 万円で、前年同期間比 98 万円減少となっ

ている。2月の雪による売り上げ減少を 3月に少し挽回した。 

4 月 22 日迄の経過                              
来場者数は 1,460 名で、前年同日比 74 名減少している。平日は前年比営業日が 1 日少ない上に雨で

来場者無しの日が 1 日有ることも有り 236 名減少したが、土日は営業日が 1 日多く 162 名増加。来

場者が 74 名減少しているが無料来場者は 69 名増加しているので、有料来場者は 143 名減少。 
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この結果ゴルフ場売り上げは 1,284 万円で前年同日比 112 万円減少。 
 
（２）最近月の入退会状況について 

3 月は入会 1 口 2 名、退会は 2 口内終身 1 口。4 月は 17 日現在入会が 1 口 1 名ジュニア会員入会が 1
名。 

4 月を含め期初来累計で、入会が 10 口 16 名。退会は 12 口 16 名、内終身 2 口、（前期末の退会手続き

の当期ずれ込み 5 名 7 口を除く） 
   
（３）36 期中間決算見込みについて 
  2 月末で締めた中間決算は会計監査人の監査中の段階だが、現状概略下記見込。単位百万円 

                                   前中間期 当中間期 増減 増減理由（※は一部会計基準の規則変更の影響を含む） 
売上高 188 192 +4 コース使用料は減少したが、年会費・名変料等が増加 ※ 

売上原価 15 15 0  

販管費 170 173 +3 コース管理費増加 2 百万等 ※ 

営業利益 3 4 +1 ※ 

経常利益 6 4 -2 コジローへの利払い復活等営業外収支の利益減少 

借入金 337 292 -45 コジローへの返済 

 
（４）建物・各種設備の中期修繕必要状況                   
  当社の建物およびその他設備の現状を調査し、本来あるべき中期修繕計画案の提案を東京海上

日動ファシリティーズに依頼し、その結果報告を受けた。開業以来、ほとんど設備の更新をせ

ず減価償却費を返済に充ててきたので、多くの設備が耐用年数を迎える 2026 年をめどに補修

を行う計画案が示された。これによると、5 年間で 126 百万円（年 25 百万円） 
 
（５）ゴールデングリーン GC との提携について 
  草深取締役から、予て交渉中だったインドのゴールデングリーン GCとの提携について先方から提携し 

たいとの回答が有ったので、提携契約を行う旨報告が有った。ゴールデングリーン GC はデリーから車 

で 1時間空港から 45分のコース。先方メンバーは当方で Cコースのゲスト料金でプレー出来、当方メン

バーは先方のメンバーのゲスト料金でプレーできる。 

 
（６）その他 
 ①根本悠誠君の支援プロジェクトについて 
  明日悠誠君挑戦コンペを開催する。支援申込は現在 35 口だが、5 月には関東アマ出場決定・世界ジュ

ニアの東日本優勝・9 月にプロの競技に出場・挑戦コンペ参加などの PR を強化し支援申込みを増やす

予定。 
 ➡上記（１）から（６）について報告を受け協議の結果了承した。 

                                 以上 
 


