
  

平成２９年度 事業報告書 

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

 

Ⅰ．事業の状況 

１．奨学事業 

（１）奨学生の選考及び決定 

①平成２９年度春季採択奨学生 

平成２９年５月１３日開催の平成２９年度第１回奨学生選考委員会にお

いて、対象校７大学から推薦の一般奨学金申請者１９名、奨学金の支給延長

申請者１３名、再申請者（学位取得を含む）７名について、厳正な審査の結

果、新規一般奨学金申請者７名（学部生４名、大学院生３名）、支給延長申

請者１３名、再申請者６名を採択した。理事長は、これらをアシュラン国際

奨学生として決定し、各大学長に通知した。 

②平成２９年度秋季採択奨学生 

平成２９年９月９日開催の第２回奨学生選考委員会において、対象校８ 

大学から推薦の一般奨学金申請者２４名、奨学金の支給延長申請者７名、奨

学金再申請者１名について、厳正な審査の結果、新規一般奨学金申請者１１

名（学部生３名、大学院生８名）、支給延長申請者７名、再申請者１名を採

択した。理事長は、これらをアシュラン国際奨学生として決定し、各大学長

に通知した。 

また、同奨学生選考委員会において、中国の３高校から推薦の渡日前奨学

金申請者８名について、厳正な審査の結果、５名（内１名は、次年度に来日

予定のため、平成３０年度の渡日前奨学金奨学生扱い）を採択した。理事長

は、この５名をアシュラン国際奨学生に決定し、各高校長に通知した。 

（２）平成２９年度奨学生 

平成２９年度の奨学生は、一般奨学金奨学生６５名、渡日前奨学金奨学生

１８名の８３名である。 

奨学生の内訳は、下表のとおり。 

奨学生 
春季 

採択者 

秋季 

採択者 
継続者 終了者 合計 

一

般

奨

学

金 

新規  ７  １１ ２４  ２ ４０ 

支給延長 １２  ７   ０  １ １８ 

再申請   ２  １  ２  ２  ３ 

学位取得   ４ －  ０  ０  ４ 

渡日前奨学金 －  ５ １３  ０ １８ 

合計 ２５ ２４ ３９  ５ ８３ 



  

 

（３）奨学金の支給 

①奨学金贈呈式 

平成２９年６月１７日に新規採択一般奨学金奨学生の奨学金贈呈式を

行った。 

②奨学金の支給 

奨学生に対し、月額１０万円の奨学金を支給した。また、平成２９年度 

採択の渡日前奨学金奨学生に対しては、別途渡航費等援助金として一人 

当たり６０万円を支給した。 

 

２．交流活動事業等 

（１）奨学生交流会 

奨学生交流会を、役員、評議員、選考委員、評議員選定委員の出席を得て

次のとおり開催した。 

第１回：平成２９年６月１７日 

株式会社アシュラン本社にて、平成２９年度奨学金贈呈式及び

交流会を開催した。 

第２回：平成２９年９月２３日～２４日 

日本の歴史や文化・伝統を学び体験する１泊２日の研修旅行で

奈良・京都を訪問した。 

第３回：平成２９年１２月２日 

関東在住奨学生は、アシュラン奨学生会館の見学及び株式会社

アシュラン関東支店では従業員との交流を行った。 

        ：平成３０年１月２０日 

関東在住外奨学生は、株式会社アシュラン鳥栖工場で製品製造

工程の見学、護禮龍國院では奨学生たちの無病息災を祈願、ア

シュラン本社で事務局との交流を行った。 

第４回：平成３０年３月１１日～１２日 

ホテルオークラ福岡にて、平成２９年度終了証書授与式並びに

交流会を開催した。翌日は、弥生時代を体感できる佐賀県は吉

野ヶ里遺跡を見学、木工技術で有名な大川で組子コースター作

り体験や庄分酢の工場を見学した。 

 （２）設立１０周年記念式典及び祝賀会 

     平成２９年１１月１８日、財団関係者はじめ寄附者、学校関係者、奨学生

（卒業生含む）を招待し、ホテルニューオータニ博多にて「財団設立１０

周年記念式典及び祝賀会」を開催した。当日は２４６名の出席を得て、こ

の１０周年の財団運営に尽力を賜った関係者並びに寄附者の方々へ感謝

状を授与し、式典終了後の祝賀会では卒業生や奨学生から祝辞やパフォー



  

マンスの披露があった。 

     後日、これまでの１０年を振り返る記念誌を発行した。 

（３）会報誌の発行 

奨学生、財団関係者等との交流に資するための会報誌「緑の帆」第１４号、

第１５号を発行した。 

（４）奨学生の学業、生活状況の確認 

奨学生に対し、学業状況及び生活状況報告を提出させ確認した。 

また、卒業奨学生にも状況報告の提出を求めた。 

 

Ⅱ．処務の概要 

１．会議等に関する事項 

 

（１）理事会 

開催年月日等 議 事 事 項 会議の結果 

平成２９年５月２７日 

（平成 29 年度第 1 回） 

１．平成２８年度事業報告及びその附

属明細書の承認について 

２．平成２８年度貸借対照表及び損益

計算書（正味財産増減計算書）並

びにこれらの附属明細書及び財

産目録の承認について 

３．平成２８年度事業報告等の内閣府

定期提出書類について 

４．平成２９年度定時評議員会の開催

及び招集について 

５．選考委員の改選について 

６．評議員選定委員（外部委員）の改

選について 

７．奨学事業積立金取扱規程の改正に

ついて 

全会一致で承認可決 

 

全会一致で承認可決 

 

 

 

全会一致で承認可決 

 

全会一致で承認可決 

 

全会一致で承認可決 

全会一致で承認可決 

 

全会一致で承認可決 

（報告事項） 

１．平成２９年度事業の途中経過につ

いて 

２．代表理事及び業務執行理事の職務

執行状況の報告について 

 

 

平成２９年６月１７日 

（平成 29 年度第 2 回） 

１．理事長・常務理事の互選について 全会一致で承認可決 

（報告事項） 

１．理事の改選について 

 



  

同年９月１５日 

（書面による報告につ

いての理事会） 

（報告事項） 

１．平成２９年度秋季採択の奨学金奨

学生について 

 

平成３０年３月１１日 

（平成 29 年度第 3 回） 

１．平成３０年度事業計画書及び収支

予算書等について 

２．株主権の議決権行使について 

全会一致で承認可決 

 

全会一致で承認可決 

（報告事項） 

１．代表理事及び業務執行理事の職務

執行状況の報告について 

 

 

  （２）評議員会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

平成２９年６月１７日 

（平成 29 年度 

定時評議員会） 

１．平成２８年度貸借対照表及び損益 

計算書（正味財産増減計算書）並

びに財産目録の承認について 

２．理事の改選について 

３．奨学事業積立金取扱規程の改定に

ついて 

全会一致で承認可決 

 

 

全会一致で承認可決 

全会一致で承認可決 

 

（報告事項） 

１．平成２８年度事業報告 

２．平成２９年度事業の途中経過につ

いて 

 

 

 

  （３）奨学生選考委員会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

平成２９年５月１３日 

（平成 29 年度第 1 回） 

１．平成２９年度奨学生選考基準につ

いて 

２．平成２９年度春季採択アシュラン

奨学生の選考について 

 

 

 

 

３．対象校の選定について 

例年の基準を全会一

致で承認可決 

新規一般奨学金７

名、奨学金支給延長

申請１３名、奨学金

再申請２名、博士学

位取得再申請４名を

選考 

新規対象校として立

教大学を全会一致で

承認可決 



  

（報告事項） 

１．一般奨学金奨学生の期間内継続申

請について 

２．前年度採択の渡日前奨学金奨学生

の大学進学について 

 

同年９月９日 

（平成 29 年度第 2 回） 

１．選考委員長及び同副委員長の互選

について 

 

２．平成２９年度秋季採択アシュラン

奨学生の選考について 

前委員長、副委員長

の留任を全会一致で

承認可決 

新規一般奨学金１１

名、奨学金支給延長

申請７名、奨学金再

申請１名、渡日前奨

学金５名を選考 

（報告事項） 

１．一般奨学金奨学生の期間内継続申

請について 

 

 

 

２．寄附金に関する事項 

寄附の目的 寄附者 申込金額（千円） 領収金額（千円） 

事業費及び管理費（法

人会計）に充てるため 

株式会社アシュラン 

代表取締役社長 

東  孝昭 様 

８０，０００ ８０，０００ 

株式会社サンセールミキ 

代表取締役社長 

東  孝昭 様 

２０，０００ ２０，０００ 

拜頭 阿妙 様 

他 3 名 様 
１，３１０ １，３１０ 

事業費に充てるため 

東  立子 様 ６，７８５ ６，７８５ 

東  孝昭 様 ２，７８５ ２，７８５ 

園田 瑞恵 様 ５，０００ ５，０００ 



  

内山 悦子 様 ３，０００ ３，０００ 

有限会社万遊舎 

 髙志眞知子 様 

他 33 名  様 

３，９７２   ３，９７２ 

 

 

Ⅲ．株式の保有等 

１．当該営利企業の概要 

（１）名称 

株式会社アシュラン 

（２）事務所の所在地 

福岡県大野城市上大利５丁目２１番１号 

（３）資本金等 

５０，０００，０００円 

（４）事業内容 

①化粧品、医薬部外品、石鹸、洗剤の製造、販売 

②宝石、衣類の販売 

③ビタミンなどの栄養素を補給した栄養補給食品の製造、販売 

④不動産運用管理業務 

⑤パン、菓子の製造及び販売 

⑥レストラン等の飲食店の経営 

⑦温浴施設、全身美容施設、リラクゼーション施設の経営 

⑧ホテル及び旅館等の経営及び管理 

⑨酒類、食料品、飲料、衣料品、一般日用品雑貨の小売業 

⑩農産物の生産、加工並びに販売 

⑪農作業の代行、請負、受託 

⑫農産物直売店の経営 

⑬前記各号に附帯関連する一切の事業 

（５）役員の数及び代表者の氏名 

６名（取締役５名、監査役１名）、 東 孝昭 

（６）従業員の数 

４５５名 

（７）当該公益法人が保有する株式等の数及び全株式等に占める割合 

３００株、 ３０％ 

（８）保有する理由 

基本財産として寄附されたため 



  

（９）当該株式等の入手日 

平成１９年４月２６日 

（10）当該公益法人と当該営利企業との関係（人事、資金、取引等） 

①当該営利企業からの出向受け職員の出向返戻金の支払い。 

金額：９，８４７，７４０円 

②公益法人の主たる事務所及び従たる事務所の賃借料の支払い。 

金額：８４０，０００円（月額７０，０００円） 

③奨学生交流会、会議等の懇親食事会の飲食代並びに手土産代の支払い。 

  金額：１，６８５，２８８円 

 

Ⅳ．その他 

平成２９年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足す 

る重要な事項」が存在しないので作成しない。 


