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峰田専務の
一言コメント

　総供給高（売上高）は予算差▲1,246万円（前年差▲1,967万円）、供給剰余（粗利益）は同じく

＋224万円（同▲165万円）、手数料収入は同＋149万円（同＋70万円）、事業総剰余（事業収

入）は同＋373万円（同▲95万円）で、事業総剰余金は概ね予算通りでした。

　事業経費は、人件費（職員給与など）は予算差▲202万円（前年差▲199万円）、物件費（消

耗品費など）は同▲461万円（同▲479万円）となり、経費合計は予算内執行でした。

　その結果、事業剰余金（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）は実績▲39万円で

予算差＋1,037万円（前年差＋583万円）となりました。

　9月の供給状況は、トラベルコープ川内店が供給高

予算比＋278万円（前年差＋688万円）、川内の杜ダイ

ニングが同＋355万円（同＋323万円）、さくらキッチン

が同＋60万円（同＋91万円）、文系食堂が同＋121万円

（同＋156万円）、あおば食堂が同＋147万円（同＋164

万円）、星陵食堂が同＋59万円（同＋110万円）、みどり

食堂が同＋203万円（同＋127万円）と好調でした。

東北大学生活協同組合2017年度の経営

９月期の経営状況について
東北大生協では、10 ・11月を「生協強化
月間」としています。
11月は、組合員証の提示をお願いします！
キャンペーン期間中は、HagiCoカード
決済でポイント３倍です！
レジ早く、ポイントも
貯まるHagiCoカードを
是非お使いください！

客数は23万9,310人（前年比＋1万4,126人）でした

トラベルコープ川内店、川内の杜ダイニング、
さくらキッチン、文系食堂、あおば食堂、
星陵食堂、みどり食堂が好調！

① ９月の経営概況

② ９月の供給状況

東北大学生活協同組合 自2017年3月1日　至2017年9月30日

科　目 2016年度実績 2017年度予算 2017年度実績 前年差 予算差

1 総供給高

2 供給剰余
3 手数料収入

4 事業総剰余（事業収入=2+3）

5 人件費
6 物件費

7 事業経費合計（=5+6）

8 事業剰余金（=4-7）

9 事業外収入
10 事業外費用

11 経常剰余金（=8+9-10）

3～9月期累計比較損益計算書

※▲はマイナスです。

10・11月は10・11月は
生協強化月間生協強化月間

ですです

※ボーナスポイント分はポイント３倍の対象外となります。
　通常のHagiCoポイント分が対象です。
※ミールカードの不足分のお支払いは、HagiCoポイントの対象外です。

11月1日㈬～12月22日㈮11月1日㈬～12月22日㈮
第３弾！
得得TENTEN

セールセール
10円引きで

お申し込み・お問い合わせは
東北大生協トラベルコープ各店へ
お申し込み・お問い合わせは
東北大生協トラベルコープ各店へ

とっても

得々

プレゼント進呈!!プレゼント進呈!!
11/20迄に15名様以上で宿泊プランをお申込みの方に

※詳細は係員にお問い合わせ下さい

2017年10月28日～12月26日2017年10月28日～12月26日
金曜・休前日を除く日曜日～木曜日金曜・休前日を除く日曜日～木曜日

有効期限有効期限
適用日適用日

（お一人様）￥10,950
名様
以上 ビール1本付
送迎有料16,200円（27名乗り）

岩 沼 屋
８名様以上のご利用

秋保秋保

８

※写真はイメージです。

※温泉ではございません

（お一人様）￥10,950

2,160円で飲み放題（要予約）
ビール1本付（平日のみ）

篝火の湯 緑水亭

秋保秋保

カラオケサービス（要予約）
ビール1本付

奥州秋保温泉 蘭亭
4名様以上のご利用

秋保秋保

（お一人様）￥8,150

ホテル華乃湯
４名様以上のご利用
東館

広瀬館

（お一人様）￥7,150別館

（お一人様）￥10,950
４名様以上のご利用

11/30迄

（お一人様）￥12,03012/1より

秋保秋保

（お一人様）￥10,950
個室宴会場・
カラオケサービス（要予約）・
仙台市内送迎無料（要予約）

秋保リゾートホテルクレセント
8名様以上のご利用

秋保秋保

鷹泉閣 岩松旅館
15名様以上のご利用

作並作並

（お一人様）￥13,000
カラオケサービス（要予約）
松島海岸・松島駅より無料シャトルバス（要予約）

酒またはジュース１本付

ホテル松島大観荘
８名様以上のご利用

松島松島

（お一人様）￥7,560
カラオケサービス（要予約）・
仙台から送迎無料
（要予約・高速代実費）

旅館かつらや
8名様以上のご利用

小原小原

（お一人様）￥10,150
ホテル亀屋
8名様以上のご利用

鳴子鳴子

10名以上仙台近郊無料送迎（要予約）

仙台市内より片道￥10,800

仙台駅より無料シャトルバス（要予約）

（お一人様）￥8,790

作並駅より無料送迎（要予約）

名様
以上

ビール1本付・15名様毎焼酎1本付
・カラオケサービス（要予約）・

名様
以上

名様
以上

鳴子温泉駅から無料（要予約）

飲み放題２時間付・
カラオケサービス（要予約）

４名様
以上
名様
以上

名様
以上4
名様
以上15

先生用シングル２室まで追加料金なし（要予約）
・カラオケサービス（要予約）

名様
以上

二次会場利用料無料（要予約）
先生用シングル２室まで追加料金なし（要予約）

※送迎はご相談ください

宮城蔵王ロイヤルホテル
８名様以上のご利用

遠刈田遠刈田

（お一人様）￥9,870
名様
以上８

名様
以上4
名様
以上8

名様
以上8

名様
以上

※10/28〜11/11を除く

先生用シングル２室まで追加料金なし（要予約）

（休日：￥13,110）

（休日：￥10,950）

※金曜・休前日料金はお問い合わせください※金曜・休前日料金はお問い合わせください

一泊二食付（税・入湯税込）

お　  なお　  な得得
コミコミパックコミコミパック宿泊プラン

とに
かくお

得に、わいわい騒ご
う

とに
かくお

得に、わいわい騒ご
う

☎261-5040㈹　 （92）4738 fax261-1015
トラベルコープ川内店

大学
内線 ☎212-3961㈹　 （92）4493 fax223-7832

トラベルコープ工学部店
大学
内線

詳しくは、パンフレットをご覧ください

116円116円◎チョコモナカジャンボ
◎ビスケットサンド
◎雪見だいふく

◎チョコモナカジャンボ
◎ビスケットサンド
◎雪見だいふく

期間中、組合員証の提示をお願いします。特典もご用意いたしました！

組合員証提示組合員証提示
キャンペーンキャンペーン

1111 1111～～1414（月）（月） 1818（金）（金）

HagiCoカード決済で

HagiCoポイント　　　倍進呈!!!3

32億0260万円 31億4841万円 31億6969万円 ▲3291万円 2128万円

7億6621万円 7億6532万円 7億8703万円 2082万円 2171万円

1億3634万円 1億4307万円 1億5570万円 1936万円 1263万円

9億0255万円 9億0839万円 9億4273万円 4018万円 3434万円

4億9525万円 4億9916万円 5億0036万円 511万円 120万円

3億3810万円 3億4876万円 3億4309万円 499万円 ▲567万円

8億3335万円 8億4792万円 8億4345万円 1010万円 ▲447万円

6920万円 6047万円 9928万円 3008万円 3881万円

940万円 0万円 190万円 ▲750万円 190万円

144万円 0万円 356万円 212万円 356万円

7716万円 6047万円 9762万円 2046万円 3715万円




