
令和 4 年 10 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 10 月 22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（代表取締役・副理事長）、生木（副理事長）、小宮山、 

新田見、高橋、草深、岡崎、北島（村岡委員長の代理） 以上８名出席 

リモート 橋本   以上１名出席 

合計９名出席 

欠席  田井、井上、光岡（いずれも木内副理事長に委任）児玉、    

以上欠席合計３名 

                   以上 委任状を含め出席 12名出席                 

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 野村、志村（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 議場  坂                       以上 1名出席 

以上理事 17 名                      委任状、代理を含め 16名出席 

監査役兼監事 2名 議 場  中島                     以上出席 1名          

傍

聴 

理事でない執行

役員 2名 

議 場  井口                     以上出席 １名 

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

事務局 議 場  片岡、宍倉、篠本、松本            以上出席 4名                  

その他 議 場  無し                       出席 0名 

議題 
理事会 
 １．手続き事項                                        

理事会は議事を行うための定足数を充足、取締役会も議決を行うための定足数を充足。 

２． 委員会報告 

① クラブライフ委員会 

・クラブライフ向上のための活動について。レストラン改善については、メニューの改善提案を月次で行

ない、進捗確認をしていく予定。施設改善については、大雨の際のラウンジの雨漏りにつき、メンバーよ

り対応が必要との指摘があった。 

・開催された各イベントについての報告。直近の10/8(土)に行なわれた「ガゼボナイト」について、詳

細な報告がなされた。 

・来年の分も含め、今後のイベント開催予定につき、説明がなされた。 

・他の各委員会への依頼事項として、①クリスマスパーティーでのテーブルの飾りつけ（グリーン委員

会）、同じくクリスマスパーティーでの景品の見守り（フェローシップ委員会）、③クラブチャンピオンで

の乾杯の音頭および来年の開場記念祭におけるドラコン大会の開催是非（競技委員会）が説明された。 

・前回の理事会において、３月、７月、11月の年３回の開催とするとの方向性が共有された次年度のＹ

ＯＫＯＳＯコンペについて、開場記念祭の準備と重なる３月については、他の委員会に担当をお願いした

い旨が表明された。 



② ジュニア委員会 

・10/2(日)に開催されたジュニアレッスンについて、詳細な説明があった。参加者が増え、盛会

となった旨の報告があった。 

・安全対策の取り組みについての説明がなされた。 

・本年のクリスマスジュニアプログラムは中止と決定した旨の報告がなされた。 

③ フェローシップ委員会 

・クラブ価値の向上に向けた取り組みとして、①クランフレンズ会員の在り方を見直すべきでは

ないか、②毎週火曜日を定休日としクローズしてはどうか、との提案がなされた。これに対し、

経営サイドから、①については、ネットの売り上げをクランフレンズに移行できるのであればそ

れが望ましいが、現状それぞれ 3,000 万円程度の売り上げが有り、それへの影響を考えると、今

すぐ止めることは難しい、②については、売り上げの動向を見ながらではあるが、コース管理上

のメリットがあることから、全面クローズとする火曜日を徐々に増やしていくといったことをコ

ース管理の責任者とも相談しながら検討して行きたい、との説明があった。 

④ 競技委員会 

・四大競技の時期の見直しを検討中。手帳（カレンダー）の締め切りに間に合うよう決定

する。 

 

３．次期理事・監事の選任について             

  ・クラブライフ委員会：井上委員長、グリーン委員会：村岡委員長、広報委員会：野村委員長、ジ

ュニア委員会：橋本委員長、フェローシップ委員会：小宮山委員長、ハンディキャップ委員会：中

川委員長、競技委員会：寺島委員長 

 

４．その他 

・ハイシーズンの予約が取りにくくなっている、とのメンバーの声を受け、現在「６カ月前か

ら、１０組まで」となっているコンペの予約方式を見直してはどうか（予約可能期間を短縮す

る、組数の上限を引き下げる）、との意見があり、これについて種々意見が交わされた。 

・当面の対応策としては、①「混雑日についてはツーサムの予約を組み合わせ４人一組とする」

ことを対外アナウンスし、「組み合わせ」について包括的な了解を取っておくことにより、予約

の枠を確保する、②コンペの参加メンバー確認の督促時期を、現在の１週間前より前倒しする、

との方向が確認され、その上でなお、問題が残っていると思われる場合には、「６カ月前から、

１０組まで」というコンペ予約方式を再検証することとする。 

 
取締役会 
 
開催日時  令和 4 年 10 月 22 日（土曜日）   午後 4 時 
開催場所  ブリックアンドウッドクラブ レストラン   今回も理事会と同時開催。 
     リモート参加を可能とし、リモート参加者も出席者として議決権を有する。 
議題 
議決事項 
（１）株式譲渡承認について 

普通株 1 件の譲渡が承認されました。 
 



（２）第 36 期決算について 
  当社第 36 期決算が概ね確定。会計監査人の監査終了は 10 月 30 日の予定だが、大きな変動が

無ければ今回の報告内容で決算確定を代取一任。 
  36 期決算概要                    単位百万円 

 前 35 期 当 36 期 増減 増減理由・備考 
売上高 405 400 -5 コース使用料-14，名変手数料-8、入会金

+6、年会費+5、その他+6（内 MFC 関連

+8） 
売上原価 31 33 +2 食材・飲料・酒類の仕入高増加 
販管費 335 343 +8 人件費+4、燃料費+3、水道光熱費+2、ゴ

ルフ場管理費+2 
イベント費+1、減価償却費-1．売上割戻引

当金繰入-3 
営業外収支尻 +5 0 -5 コジローへの利息支払開始-4・償却債権取

り立て益減-1 
経常利益 44 24 -20 前々期 34 期は 15 だったので 34 期比では

+9 
特別損益尻 +2 0 -2 35 期に有った災害損失引当戻し入れ益が当

期は無し 
税引後当期利益 45 23 -22  
     
長短期借入金 297 252 -45 内コジローが会員に返済必要分 86

（52+34） 
（３）株主総会招集について 

第 36 期定時株主総会を予定通り、令和 4 年 11 月 20 日にブリックアンドウッドクラブで開催 

する。 
議題は、第 36 期事業報告、取締役選任の件、監査役選任の件。議案の内容は最終代取一任。 

→ 以上（2）（3）については、協議の結果、いずれも了承された。 
 
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 9
月 

前年 前年比 内平日 前年比 内土日

祝 
前年

比 
営業日数（日） 29 29 0 19 0 10 0 
来場者数合計

（人） 
2,675 2,784 -109 1,395 -26 1,280 -83 

内 M 1,505 1,620 -115 560 -13 945 -102 
 Ｇ 752 773 -21 466 -18 286 -3 
     Ｖ 202 131 +71 153 +49 49 +22 
     Ｎ 216 260 -44 216 -44 0 0 
ゴルフ場売上高

（万円） 
2,297 2,370 -73 1,219 +42 1,078 -115 



9 月の来場者数は 2,675 名で前年比 109 名の減少。ビジターが増加したが他は減少。平日もビジ

ターが増加で他は減少した。土日祝日はビジターが 22 名増加したがメンバーの 102 名減少が大き

かった。（無料来場者は 54 名増加なので有料来場者は 163 名減少） 
この結果ゴルフ場売上は、2,297 万円で前年比 73 万円の減少。 
10 月 21 日迄の経過                                          
来場者数は 2,023 名で、前年同日比 161 名の減少。平日が営業日が 1 日少ないとはいえ 257 名減 
と大きく減り、土日祝日は営業日が１日多いにも拘らず 96 名の増加にとどまった。いづれも雨の

影響が大きかった。 
この結果ゴルフ場売り上げは 1,832 万円で前年同日比 124 万円減少中。 

 
（２）最近月の入退会状況について 

9 月の入会は 1 口 1 名。親族会員入会が 2 名入会。 
 10 月は入会が 16 日現在で、1 口 1 名。 
 
（３）取締役・監査役の任期到来について 
 理事会での協議参照。 
 
（４）コースの状況について 
理事会のグリーン委員会報告参照。 

 
（５）レストランの当面の体制 
 シェフが退職することになったので、後任を募集中。 
 近々、メンバー宛に状況説明のメールを発信する予定。 
 多くのゴルフ場がレストラン部門を外注する中、スループレーを特徴とする当ゴルフ場は、直雇

のシェフによる自社運営を長年維持してきた経緯にあるが、雇用環境が大きく変化する中、曲が

り角に差し掛かっている状況。多くの方の知恵と意見を集め、解決策を模索していく。 
 
（６）消防から指摘事項 
 消防署から現状の設備等に関する指摘があったので概略を報告する。 
  →15 項目について指摘が有り、一定の時期を定めて最優先で対応を行なう必要がある。予算的

な感覚を掴む必要が有り、まずは業者から見積もりを取り付けることとする。 
 
（７）施設の有効活用について 
 ①特に報告事項が有れば報告。 
  →ボイラー室のポンプが水漏れを起こしており、11/21(月)に工事を行なう予定。 
 
（８）ミュアヘッド・フィールズ、ミュアヘッド・ミュージアムに関して 
 ①特に報告事項が有れば報告。 
 →MFC の秋季フェスティバルを 10/29(土)に開催する予定。 

 
➡上記（１）から（８）について報告を受け協議の結果了承した。 
                                        以 上 


