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Ⅰ．一般概況  

年度を通して、新型コロナウイルス感染拡大の影響がありました。霊園利用者や近隣

地域住民の安全を第一に考え、緊急事態宣言等の国および自治体の政策に沿い、礼拝堂

施設の営業自粛、管理事務所の短縮営業、送迎車の運行中止等の対応を行いました。 

そうしたなか年度前半は、受取永代使用料、受取施設利用料を主に公益目的事業、収

益事業共に、低調に推移いたしました。年度後半に回復の兆しがみられましたが、経常

収益は、対前年度比 9％減の 280,382,993円と大きく落ち込みました。そのため人件費

を主として経常費用を、対前年度比 16％削減し 310,865,357 円としましたが、経常増

減額は、対前年度では、29,688,222 円増加したものの、▲30,482,364 円に終わりまし

た。経常外損益を含めた税引前一般正味財産増減額は▲25,297,075 円となり、法人税

等 567,800円を差し引いた当期一般正味財産増減額は▲25,864,875円となりました。 

今後も公益財団法人として、墓地需要者、霊園利用者にご満足いただける霊園を目指

し、役職員一丸となり努力してまいります。 

 

Ⅱ．事業の状況 

１．公益目的事業 

(1) 墓地に関する相談及び情報提供 

   ① 埋葬、改装、承継および法事・供養に関する相談 

タイムリーに墓地・法事等に関する資料の収集を行い、霊園利用者から寄せられ 

た墓地に関する相談に対し、適切に対応を行いました。 

   ② ホームページでの情報提供 

      新区画情報等最新情報をタイムリーに提供いたしました。 

(2) 無縁仏の受入事業 

   令和２年度は、各自治体からの受入要請はありませんでしたが、無縁仏の受入体制 

があることについてはかねてより各自治体に報告しており、引き続き公益法人の責務 

を果たしてまいります。 

(3) 墓地造成事業 

   霊園整備協力金は、対象区画の契約件数が減少したため、対前年度比 69％減の

1,900,000円となりました。 

(4) 墓地等の管理事業 

  ①一般墓 

     小型の普通墓地の契約が大幅に減少し、受取永代使用料（一般墓）は、対前年 

度比 17％減の 143,798,000円となりました。 
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なお、墓地の種類別内訳は以下の通りです。 

                                        （ 単位：㎡）    

種  類 
今年度 前年度 差異 

件数 ㎡ 件数 ㎡ 件数 ㎡ 

普通墓地 0.60 ㎡ 63 37.80 161 96.60 -98 -58.80  

普通墓地 0.75 ㎡ 0 0 2 1.50 -2 -1.50  

普通墓地 0.80 ㎡ 0 0 5 4.00 -5 -4.00  

普通墓地 1.00 ㎡ 41 41.00  35 35.00 6 6.00  

普通墓地 1.20 ㎡ 16 19.20 32 38.40 -16 -19.20  

普通墓地 1.25 ㎡ 13 16.25 - - 13 16.25 

花壇墓地 1.44 ㎡ 19 27.36 10 14.40 9 12.96  

普通墓地 1.50 ㎡ 0 0  0 0.00 0 0.00  

花壇墓地 1.60 ㎡ 3 4.80  1 1.60 2 3.20  

芝生墓地 1.80 ㎡ 0 0  2 3.60 -2 -3.60  

普通墓地 2.00 ㎡ 18 36.00  32 64.00 -14 -28.00  

芝生墓地 2.21 ㎡ 42 92.82 32 70.72 10 22.10  

普通墓地 3.00 ㎡ 3 9.00  3 9.00 0 0.00  

普通墓地 4.50 ㎡ 0 0 2 9.00 -2 -9.00  

計 218 284.23 317 347.82 -99 -63.59 

②永代供養墓（合同墓・合祀墓） 

前年度建立の永代供養墓の契約が寄与し、受取永代供養料（合同墓・合祀墓） 

は、対前年度比 121％増の 31,575,000円となりました。 

③墓地管理料徴収業務 

墓地管理料収入は、永代使用者の増加に伴い対前年度比 4％増の 

69,485,730円となりました。また、管理料未納者に対しては、個別訪問、 

督促状の郵送を行い、早期納入の依頼を行なった結果、未納者は 11名減の 

38名で、未収墓地管理料は、対前年度比 27％減の 925,140円となりました。 

２．収益事業 

(1)墓地に関する情報提供事業  

石材店に対する墓地に関する情報提供の対価としての受取販売手数料は対 

前年度比 35％減の 10,750,000円となりました。 

(2) 事務所の賃貸事業 

石材店４社に管理棟及び案内人詰所の一部を貸与して、年間の受取賃貸料は、

6,592,156円でした。 

(3)礼拝堂施設等の貸与 
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   ① 受取施設使用料 

    礼拝堂の礼拝室、会食室の利用状況は以下の通りです。 

（単位：円） 

 種 別 
今年度 前年度 差異 

 
件数 金額 件数 金額 件数 金額 

 
礼拝室使用料 349 4,222,900 535 6,573,380  ▲186 ▲2,350,480 

 
会食室使用料 57 423,500 215 2,157,400  ▲158 ▲1,733,900 

 
受取施設利用料計 - 4,646,400 - 8,730,780  - ▲4,084,380 

② 受取埋蔵手数料 

  受取埋蔵手数料、埋蔵・法要に関する事務手数料は、以下の通りです。 

（単位：円） 

種 別 
今年度 前年度 差異 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

埋蔵手数料 408 2,244,000  498 2,713,800  ▲90 ▲469,800 

事務手数料 744 1,636,800  940 2,049,760  ▲196 ▲412,960 

受取埋蔵手数料計 - 3,880,800 - 4,763,560  - ▲882,760 

③ 受取法事手数料  

       霊園内で法要等を行なうにあたり、檀家でない方に僧侶や神官の紹介を行い 

   以下の手数料を受領しました。 

（単位：円） 

種 別 
今年度 前年度 差異 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

受取法事手数料 269 1,631,200 382  2,156,948 ▲113 ▲525,748 

 

Ⅲ．処務の概要 

１． 理事・監事・評議員に関する事項(令和 3 年 3 月 31 日現在) 

(1)理事・監事 

役職名 氏   名 常勤・非常勤の別 
 

理事長 飯泉 牧太郎 常勤 
 

副理事長 飯泉 勝也 常勤 
 

専務理事 岩花 敬 常勤 
 

理 事 青木 義則 常勤 
 

同 井上 芳朗 常勤  

同 徳江 芳明 非常勤  

監 事 飯泉 裕之典 常勤  

同 髙橋 稔 非常勤  

理事６名、監事２名  
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(2)評議員    

役職名 氏    名 常勤・非常勤の別  

評議員 福田 洋 非常勤  

      同 網代 勝夫 非常勤  

同 狩野 匡由 非常勤  

同 村井 弘一 非常勤  

同 菊池 佳充 非常勤  

評議員５名  

    

２． 職員に関する事項  (令和 3 年 3 月 31 日現在)                                       

 職員              １５名 

 臨時職員        １名 

 合計         １６名 

 

３． 理事会、評議員会に関する事項 

（１） 理事会 

①第１回理事会 

 令和２年５月２８日 決議省略、報告省略の方法によるみなし理事会 

 理事総数６名 同意６名【決議事項について全員同意】 

 監事総数２名 同意２名【決議事項について全員同意】 

決議事項 

第１号議案 平成３１年度 事業報告及び附属明細書について 

第２号議案 平成３１年度 計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び 

附属明細書並びに財産目録について 

第３号議案 理事の辞任について 

第４号議案 理事欠員による理事の選任について 

第５号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について 

②第２回理事会 

令和２年６月１６日 

 理事総数６名 出席理事６名【決議事項について全員一致で承認】 

 監事総数２名 出席監事２名【決議事項について全員一致で承認】 

決議事項 

第１号議案 専務理事の欠員による専務理事の選任について 
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③第３回理事会 

 令和２年１０月１２日 決議省略、報告省略の方法によるみなし理事会 

 理事総数６名 同意６名【決議事項について全員同意】 

 監事総数２名 同意２名【決議事項について全員同意】 

決議事項 

第１号議案 施工石材店申請について 

第２号議案 第一霊園と第二霊園の連絡道路整備工事について 

④第４回理事会 

 令和２年１１月３０日 決議省略、報告省略の方法によるみなし理事会 

 理事総数６名 同意６名【決議事項について全員同意】 

 監事総数２名 同意２名【決議事項について全員同意】 

決議事項 

第１号議案 湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園「永代供養墓」使用規則全部改正（案）について 

第２号議案 湘南公園墓地・茅ヶ崎第二霊園「ペット合祀墓」について 

⑤第５回理事会 

 令和３年２月１０日 決議省略、報告省略の方法によるみなし理事会 

 理事総数６名 同意６名【決議事項について全員同意】 

 監事総数２名 同意２名【決議事項について全員同意】 

決議事項 

第１号議案 令和２年 収支補正予算（案）について 

⑥第６回理事会 

令和３年３月２４日 

 理事総数６名 出席理事６名【決議事項について全員一致で承認】 

 監事総数２名 出席監事２名【決議事項について全員一致で承認】 

決議事項 

第１号議案 令和３年度 事業計画書（案）について 

第２号議案 令和３年度 収支予算書（案）について 

第３号議案 令和３年度 資金調達及び設備投資の見込み（案）について 

第４号議案 永代供養墓（合同墓）建立について 
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（２）評議員会 

①第１回評議員会 

 令和２年６月１５日 決議省略の方法によるみなし理事会 

 評議員総数５名 同意５名【決議事項について全員同意】 

 決議事項 

第１号議案 平成３１年度 事業報告及び附属明細書について 

第２号議案 平成３１年度 計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び 

附属明細書並びに財産目録について 

第３号議案 理事の辞任について 

第４号議案 理事欠員による理事の選任について 

②第２回評議員会 

 令和２年７月１６日 決議省略の方法によるみなし理事会 

 評議員総数５名 同意５名【決議事項について全員同意】 

 決議事項 

第１号議案 評議員の辞任について 

第２号議案 評議員欠員による理事の選任について 

 

Ⅳ．事業報告の附属明細書 

令和２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項に規定する事業報告の内容を補足する重要な事項は該当する事項がないため、附属明

細書は作成しておりません。                      

                   以 上 


