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１． 法人の概要 

（１） 法人の名称および所在地 

法人の名称 学校法人 吉田学園 

事務所の所在地 札幌市中央区南 3条西 1 丁目 15 番地 

 

（２） 理事・監事（役員） 

理事定員 7～8人（1号理事 2人、2 号理事 1～2 人、3号理事 4人）監事定員 2 人 

職名 選任条項 役職 氏名 常勤・非常勤 新就任年月日 

理事 6-1-2 理事長 吉田 松雄 常勤 平成 25年 4月 14日

理事 6-1-3 副理事長 吉田 祐樹 常勤 平成 25年 4月 14日

理事 6-1-1 学長 稲葉 佳江 常勤 平成 24年 11月 8日

理事 6-1-1 学園長 高 悦夫 常勤 平成 25 年 4 月 1日

理事 6-1-2  吉田 正幸 常勤 平成 25年 4月 14日

理事 6-1-3  髙橋 司 非常勤 平成 25年 4月 14日

理事 6-1-3  本禄 哲英 非常勤 平成 25年 4月 14日

      

監事 7-1  太田 三夫 非常勤 平成 25年 4月 14日

監事 7-1  竹内 俊英 非常勤 平成 25年 4月 14日

 

（３） 評議員 

評議員定員 15～17 人（1 号評議員 3～5人、2号評議員 2 人、3号評議員 10 人） 

選任条項 氏名 常勤・非常勤 新就任年月日 

23-1-3 吉田 松雄 常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-1 稲葉 佳江 常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-1 高 悦夫 常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-1 吉田 正幸 常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-3 髙橋 司 非常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-3 本禄 哲英 非常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-1 鈴木 隆 常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-1 吉田 浩晃 常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-2 小林 久美子 非常勤 平成 26 年 1 月 1日 

23-1-2 山中 博詞 非常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-3 上野 正志 非常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-3 栗原 鐐三 非常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-3 藤堂  省 非常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-3 原  孝男 非常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-3 藤居  智 非常勤 平成 25 年 4 月 14 日

23-1-3 村田 晃啓 非常勤 平成 25 年 4 月 14 日
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（４） 教職員数（平成 25 年 5 月 1日時点） 

正職員 有期契約職員 

大学教育職員 専門学校他 
大学任期制 

教育職員 
嘱託職員 パート職員 

21 人 160 人 2 人 41 人 29 人

 

（５） 設置する学校 

大学 

学校の名称 学部 学科 修業年限 総定員数 学生数 

札幌保健医療大学 ※ 看護学部 看護学科 4 年 400 人 106 人

※ 平成 25 年 4 月開学 

 

専門学校 

学校の名称 分野 学科数 修業年限 総定員数 学生数※ 

吉田学園情報ビジネス

専門学校 

工業 

商業実務 

文化・教養

7 学科 1～3 年 580 人 245 人

専門学校北海道体育大

学校 
文化・教養 3 学科 2～4 年 395 人 347 人

専門学校北海道福祉大

学校 

教育 

・社会福祉
5 学科 1～4 年 449 人 285 人

専門学校北海道リハビ

リテーション大学校 
医療 2 学科 4 年 400 人 364 人

専門学校北海道保健看

護大学校 ※ 
医療 1 学科 4 年 120 人 107 人

専門学校北海道自動車

整備大学校 
工業 3 学科 1～4 年 259 人 199 人

吉田学園動物看護専門

学校 
文化・教養 2 学科 1～2 年 162 人 98 人

吉田学園医療歯科専門

学校 

医療 

商業実務 
6 学科 2～3 年 905 人 592 人

※ 専門学校北海道保健看護大学校は平成 25 年 4 月入学生から募集停止 

※ 学生数は、平成 25 年 5 月 1日時点 
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２． 事業の概要 

（１） 平成 25 年度の主な事業計画 

① 中期計画の策定 

平成25年4月に札幌保健医療大学が開学し、大学の完成年度を迎える平成28年度は、学

園創立60周年と重なる年であり、同年を目標達成とする中期計画の策定に取り組みます。 

② 札幌保健医療大学開学 

大学設置計画に沿った運営に努めるとともに、教育・研究環境の整備充実を図っていき

ます。 

③ 情報公表の内容の見直し 

専門学校としての情報公開資料として整備してきた、「事業計画書」や「事業報告書」

の内容を抜本的に見直し、情報発信力の向上を図っていきます。 

また、大学として公表義務化された項目については、法の趣旨を踏まえて社会的な説明

責任を果たすとともに教育の質の向上に繋げるべく、継続性と内容の充実が図れるよう

に組織的な体制を含め整備していきます。 

④ 空調・照明設備の入替えおよび外壁改修工事 

教育・エネルギー環境の改善を図るため、吉田学園情報ビジネス専門学校の老朽化した

空調設備の入替えを行います。また、エコキャンパス化のため、照明のＬＥＤ化等の検

討を行っていきます。 

校舎設備点検結果を踏まえて安全性の向上のため、専門学校北海道自動車整備大学校

（実習棟）の外壁改修工事を行います。 

⑤ 体制整備 

大学開学に伴い法人組織機構の見直しを行った経緯にあり、効率的な組織運営のため役

割・業務分掌を洗い直すとともに中期計画を意識して数年先を見通した体制整備を図っ

ていきます。 

⑥ 監査室の監査業務の開始 

大学開学に向けて内部監査体制を検討して規程作成などの準備を進めてきた経緯にあ

り、組織体制の措置を行うと共に、監査業務を新年度から開始し、監事や監査法人との

情報共有を図っていきます。 

 

（２） 平成 25 年度事業計画の進捗状況 

① 中期計画の策定について 

平成28年度は、学園創立60周年と重なる年であり、「在籍学生数3,000名」を目標に掲

げ、学生募集目標を中心として、学科の新設計画、教職員採用計画、施設設備の整備

計画、並びに目標達成に向けた活動計画を策定しました。 
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② 札幌保健医療大学開学について 

平成25年4月に、新入生106名を迎えて札幌保健医療大学を開学しました。大学設置計

画に沿った運営に努めるとともに、消費税増税が決定したことを受けて、平成26年度

に計画していた施設整備工事を早め、年度内に請負契約を結び着工しました。 

③ 情報公表の内容の見直しについて 

専門学校で求められていた情報開示への対応規程である「学校法人吉田学園財務情報

公開規程」を見直し、大学として公表が義務化された項目を含め、社会的な説明責任

を果たすとともに教育の質の向上に繋げるべく「学校法人吉田学園情報公開規程」と

して規程を刷新しました。 

規程の刷新とともに、ホームページにおいて財務情報を含めた情報公開を実施しまし

た。 

④ 空調・照明設備の入替えおよび外壁改修工事 

吉田学園情報ビジネス専門学校の老朽化した空調設備の入替え工事に加えて、照明の

ＬＥＤ化等を包含したエコキャンパス化を計画して、経済産業省の補助金事業を検討

しました。結果としては選考に至らず、老朽化した空調設備の入替えの実施に留めま

した。 

校舎設備点検結果を踏まえた安全性の向上のため、専門学校北海道自動車整備大学

校（実習棟）の外壁改修工事については、計画通り実施しました。 

⑤ 体制整備について 

 モエレキャンパスの登下校を 優先とする学生支援バスの運行業務を管財課から大

学事務局への業務移管を決定し、平成26年度から実施することとしました。 

今後も、人員体制などにおいて望ましい分掌を検討ながら、体制を整備していく所存

です。 

⑥ 監査室の監査業務の開始について 

監査室と法人本部が協力して、経理規程の変更に伴う小口現金の取扱いについて内部監

査を実施しました。 

 

（３） 平成 26 年度の主な事業計画 

① 札幌保健医療大学の事業計画 

新設大学として設置計画を確実に履行する。当年度においては、25年度の実績を基礎に、

引き続き教育理念「人間力教育を根幹とした医療人の育成」を具現化することを中核に、「カリ

キュラムの実施」「学生支援」「アドミッションポリシーに適した入学者確保」の充実、さらに大学

機能を発揮するために教育職員の「教育研究力の向上」、「地域連携と貢献」の強化を図り、

札幌保健医療大学存立の社会的意義を明確にする、その基盤作りの年度とする。年度の評

価は、自ら自己点検評価を行い、より質の高い教育を目標に改善を図る。 

ア．カリキュラムの実施 

（ア）教育課程においては、教育理念の実現を目標に設置計画のカリキュラムを実施する。 

（イ）カリキュラムに関係する学生の学習環境整備を 優先に整備する。 
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（ウ）カリキュラム検討会（学科内ＷＧ）を設置し、現行カリキュラムにおける科目間の整合性や順

序性を踏まえて運営できるように具体的な検討を開始する。 

（エ）学生による授業評価の公表を目指し、年度ごとに報告書を作成する。 

イ．学生支援 

（ア）本学の教育理念である「人間力教育」の実現のため、学業と生活の支援、ならびに学習環

境の更なる充実を進める。 

（イ）看護職の専門教育への本格的な出発点となる２年次学生の看護観や職業観を育成する節

目として「特別講義」を実施する。特別講義には保護者も招き、同日「保護者懇談会」を開催

し学業状況および学生生活の情報を提供する。 

（ウ）４年間の学業の結果となる国家試験や就職対策への支援を開始する。 

（エ）本学の特徴でもあるきめ細かな教育指導と生活指導を実施するため、学担を中心に学生情

報の共有強化を図る。 

（オ）毎年「ニュースレター」を作成し、本学での様々な情報を保護者に発信し、保護者との連携

強化を図る。 

（カ）教室等学生の学習環境整備に向けて、できる範囲で改善を図る。 

（キ）教育の質保証と学生生活の充実について「学生満足度調査」を実施し、学生のニーズを把

握する。 

ウ．アドミッションポリシーに適した入学者の確保 

（ア）アドミッションポリシーに適した入学者確保を目的に、本学の知名度を高める広報および教

職員による広報活動を積極的に推進する。 

（イ）受験の多様化を考慮し、大学入試センター試験利用入学試験を導入する。 

（ウ）高等学校の新指導要領に基づいた入学試験を実施する。 

エ．教育研究力の向上 

（ア）教職員個々人の教育力を高めるために学内外研修の強化を図る。 

（イ）質の高い研究力を身につけることを狙いに、学術奨励研究費制度を継続すると共に、一人

ひとりの基礎的な研究力向上をめざした研修を実施する。 

（ウ）外部資金獲得に向けた研究助成申請のための情報提供を、積極的に実施する。 

オ．地域連携と貢献 

（ア）大学の社会的役割である知的財産を社会に還元し貢献するために、「地域との連携・交流

を図り、地域に貢献する」ことをめざし、地域連携委員会を新設するととともに、地域を対象と

する公開講座や研修会を企画する。 

（イ）札幌市東区の高等教育機関間の連携事業に参画し、札幌市の街づくりや市民の健康の維
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持・増進のための活動を積極的に行う。 

（ウ）本学が掲げている「質の高い看護職の輩出による保健・医療・福祉への貢献」および「北海

道内における看護師不足への貢献」を実現するための中・長期的展望として、卒業後キャリ

ア支援体制の構築や北海道内の看護職不足に貢献するため行政・他大学との連携による

卒業生支援体制の可能性と方略を探求するための情報収集を開始する。 

 

② 中期計画初年度工程の実行 

平成28年度の学園創立60周年に向け、「在籍学生数3,000名」を目標に掲げて平成25年度

に策定した中期計画の初年度工程の取組みを図ります。 

「在籍学生数3,000名」については、学年進行に伴い増加する大学の学生数を含んでおり、

大学の事業計画とともに、法人本部・専門学校総合事務局・専門学校各校ごとに計画した諸

施策を着実に履行します。 

ア． 主な施設整備計画 

（ア） 体育館の建設 

吉田学園情報ビジネス専門学校2号館を取壊して体育施設（体育館）への建替え工事を

実施し、専門学校北海道体育大学校の授業及びクラブ活動における学生サービスの向上

を図ります。 

モエレキャンパスの体育館が大学帰属で専門学校の使用に制限が加わること、更に、東

キャンパスならびに大通キャンパスの専門学校生のモエレキャンパスまでの移動等の時間ロ

スの解消を図り、学生サービスの向上を目指します。 

工事期間は、平成26年4月～同年10月を計画。 

（イ） 吉田学園情報ビジネス専門学校本館のICT化工事 

吉田学園情報ビジネス専門学校は、2校舎運営から1校舎運営となることから、教室繰りに

工夫を凝らし、校舎全体でICT化を推進し、授業運営・学生サービスの維持向上を目指しま

す。 

工事期間は、平成26年12月～平成27年1月を計画。 

（ウ） 南3条校舎の外壁改修工事 

特殊建築物等定期調査に基づく、外壁改修工事を実施します。 

工事期間は、平成26年7月～同年8月を計画。 

（エ） 吉田学園医療歯科専門学校2号館の建替えの検討 

平成28年4月の医療関係分野の学科新設に向けて、隣接の校舎を取壊して本館と直結

する増築工事について検討を行い、必要な対応を図ります。 
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イ． 活動計画 

（ア） 募集広報活動 

吉田学園ブランド戦略の継続、大学としては学校名の周知をメインに、資料請求者・オー

プンキャンパス参加者の増加施策、ホームページの刷新などの実施とともに、学費及び学費

減免等諸制度の再検討等各施策のPDCAサイクルを着実に回して目標実現に繋げていきま

す。 

また、高校新卒者以外のマーケット拡大と取込みに向けた戦略構築とアプローチを行いま

す。 

（イ） 教育・学生指導体制の強化 

教育力向上のため、専門学校教員スキルの向上に資する専門学校教員研修制度を確立し

ます。 

専門学校各校においては、国家試験の合格率アップ、専門職就職率の向上、職業実践専

門課程の認定取得などを目指し、学生就職指導人材の育成など体制整備を図ります。 

（ウ） 職業実践専門課程認定取得に向けた取組み 

職業実践専門課程制度発足初年度の平成25年度には、吉田学園情報ビジネス専門学校

の2学科が推薦願申請を行った経緯にあります。職業実践専門課程は、職業教育の水準の維

持向上を図ることを目的とした制度であり、平成26年度には、専門学校北海道体育大学校、

専門学校北海道自動車整備大学校、吉田学園動物看護専門学校の3校で推薦願申請の提

出に向け委員会組織など体制面の整備と実行を図ります。 

（エ） 吉田学園情報ビジネス専門学校の学科編成 

吉田学園情報システム専門学校では、大幅な学科編成に取組み、施設の有効活用（1校

舎運営体制）と定員充足率の改善を図ります。 

平成25年度から検討を重ねてきた、日本語学科の廃止（平成26年3月）、ビューティアドバ

イザー学科の募集廃止、スマートフォン・クラウド学科の募集停止、コンピュータグラフィックス

学科の新設（平成27年4月）、情報システム学科の修業年限の見直し、公務員系学科の専攻

の見直しなど抜本的な学科編成に取組みます。 

（オ） 吉田学園医療歯科専門学校の医療秘書学科の立直し及び学科新設の検討 

吉田学園医療歯科専門学校唯一の商業実務分野の医療秘書学科の定員充足率が芳し

くなく、立直しを図るべく平成25年度から検討してきた、学科名称とコース専攻の変更見直し

を広報活動に活かし募集に繋げていきます。 

医療分野の学科構想を具現化し、専任教員の確保、実習施設の確保、カリキュラム作成、

施設整備を図るとともに監督官庁との打合せ申請作業を進め、新学科の開設（平成28年4
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月）に向けた準備を進めます。 

ウ． 内部監査業務の充実 

平成25年度は、経理規程の変更に伴う小口現金の取扱いについて内部監査を実施した経

緯にありますが、平成26年度は、専門学校の運営状況について自己点検・評価をもとに内部

監査を実施して法令遵守や業務の改善に資するよう取組みます。 
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３．財務の概要 

（１）   3 年間の主要財務計数 

(単位：千円) 

科目 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 前年比 

消
費
収
支
計
算
書 

主
要
計
数 

学生生徒等納付金 2,454,524 2,477,184 2,766,119 288,935

補助金 83,844 55,876 65,776 9,900

その他収入 124,342 138,377 128,999 ▲ 9,378

（収入計） 2,662,710 2,671,439 2,960,895 289,456

   

人件費 1,334,083 1,367,894 1,559,416 191,522

経費 706,127 742,713 764,972 22,259

減価償却費 345,884 376,224 357,465 ▲ 18,759

その他支出 407,538 27,886 41,216 13,330

（支出計） 2,793,632 2,514,718 2,723,071 208,353

   

帰属収支 ▲ 130,922 156,720 237,824 81,104

 
   

貸
借
対
照
表 

主
要
計
数 

固定資産 7,531,115 7,502,116 7,540,352 38,236

流動資産 3,652,542 3,567,669 3,458,762 ▲ 108,907

固定負債 1,530,180 1,328,254 1,142,311 ▲ 185,943

流動負債 1,906,212 1,837,546 1,714,992 ▲ 122,554

（前受金） 1,323,103 1,389,261 1,289,236 ▲ 100,025

基本金 10,765,542 11,305,413 11,825,239 519,826

翌年度繰越消費支出超過額 ▲ 3,018,277 ▲ 3,401,427 ▲ 3,683,428 ▲ 282,001

総資産 11,183,657 11,069,785 10,999,114 ▲ 70,671
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（２） 3 年間の主要財務比率 

（単位：％） 

 算式×（100％） 平成 23年度 平成 24年度 平成25年度 前年比 

学生生徒等納

付金比率 

学生生徒等納付金 
92.2  92.7  93.4  0.7 

帰属収入 

補助金比率 
補助金 

3.1  2.1  2.2  0.1 
帰属収入 

消費支出比率 
消費支出 

104.9  94.1  92.0  ▲ 2.1 
帰属収入 

人件費率 
人件費 

50.1  51.2  52.7  1.5 
帰属収入 

負債率 
総負債-前受金 

18.9  16.0  14.3 ▲ 1.7 
総資産 

自己資金構成

比率 

自己資金 
69.3  71.4  74.0  2.6 

総資金 

流動資産構成

比率 

流動資産 
32.7  32.2  31.4 ▲ 0.8 

総資産 

流動比率 
流動資産 

191.6  194.2  201.7  7.5 
流動負債 

固定長期適合

率 

固定資産 

81.2  81.3  81.2  ▲ 0.1 
自己資金+固定負債 

 

（３） 財務内容についてのコメント 

① 収入について 

 在籍学生数の増加（大学の新入生 106 人、専門学校の学生数前年比 121 人増加）に伴

い学生生徒等納付金は、前年比 288 百万円増加となりました。補助金収入は、前年比 9

百万円の増加となりましたが、その他収入で前年比 9 百万円の減収となり、収入総額で

は、前年比 289 百万円の増収となりました。 

② 支出について 

人件費支出は、前年比 191 百万円の増加となりましたが、大学開学に伴う大学教職

員の充足が主な要因です。 

経費支出は、前年比 22 百万円増加となりましたが、減価償却費は前年比 18 百万円

の減額となりました。 
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その他支出が前年比 13 百万円の増加となりましたが、長期未回収となっていた未収

入金 11 百万円を回収不能として処理したことが主な要因です。以上より支出総額は前

年比 208 百万円の増加となりました。 

③ 帰属収支について 

収入総額が前年比 289 百万円増加した一方で、支出総額が前年比 208 百万円の増加

に留まったことから、帰属収支としては、前年比 81 百万円改善して 237 百万円の収入

超過となりました。 

④ 貸借対照表について 

渡り廊下等の大学の建物設備投資 111 百万円、吉田学園医療歯科専門学校の隣接不

動産購入 112 百万円、教育研究機器備品購入 80 百万円など固定資産合計 402 百万円を

手元資金にて投資しました。 

平成 26 年度の募集にやや苦戦を強いられ前受金が前年比 100 百万円減少し、流動負

債は前年比 122 百万円減少しました。また、固定資産投資を手元資金で賄ったことも加

わり、現金預金が前年比 95 百万円減少して流動資産は前年比 108 百万円の減少となり

ました。 

固定資産投資ならびに借入返済198百万円に伴う基本金の組入れと58百万円の固定

資産の除却により、基本金は前年比 519 百万円の増加となりました。 

⑤ 財務比率について 

大学は、完成年度を越えるまで私学助成が受けられないこととなっており、専門学

校を主体とした補助金比率が低いことから、学生生徒等納付金比率が高くなっておりま

す。人件費の増加に伴い、人件費率は 1.5％後退しました。 

消費支出比率、負債率、自己資金構成比率、流動比率は改善傾向にあり、財務比率

は概ね適正な水準を維持しております。 

 

以上 



（単位：円）

科　　　目 予算 決算 差異

学生生徒等納付金収入 2,765,068,000 2,766,119,489 △ 1,051,489

手数料収入 24,544,000 23,183,790 1,360,210

補助金収入 65,776,543 65,776,664 △ 121

資産運用収入 12,625,000 14,220,100 △ 1,595,100

事業収入 46,569,000 48,632,959 △ 2,063,959

雑収入 30,075,000 29,234,024 840,976

前受金収入 1,323,140,000 1,289,236,120 33,903,880

その他の収入 1,021,448,000 980,101,806 41,346,194

資金収入調整勘定 △ 1,434,761,024 △ 1,437,190,233 2,429,209

前年度繰越支払資金 3,467,307,523 3,467,307,523

収入の部合計 7,321,792,042 7,246,622,242 75,169,800

（単位：円）

科　　　目 予算 決算 差異

人件費支出 1,559,856,000 1,548,964,794 10,891,206

教育研究経費支出 480,085,000 443,784,235 36,300,765

管理経費支出 333,627,000 321,187,879 12,439,121

借入金等利息支出 23,750,000 23,749,910 90

借入金等返済支出 198,594,000 198,594,000 0

施設関係支出 272,369,000 272,850,899 △ 481,899

設備関係支出 123,629,000 112,583,332 11,045,668

資産運用支出 9,600 9,600 0

その他の支出 1,098,667,000 1,094,289,821 4,377,179

予備費 15,000,000 15,000,000

資金支出調整勘定 △ 146,350,000 △ 140,901,151 △ 5,448,849

次年度繰越支払資金 3,362,555,442 3,371,508,923 △ 8,953,481

支出の部合計 7,321,792,042 7,246,622,242 75,169,800

資金収支計算書

平成２５年　４月　１日から
平成２６年　３月３１日まで

収　入　の　部

支　出　の　部



（単位：円）

科　　　目 予算 決算 差異

学生生徒等納付金 2,765,068,000 2,766,119,489 △ 1,051,489

手数料 24,544,000 23,183,790 1,360,210

寄付金 14,021,000 13,826,672 194,328

補助金 65,776,543 65,776,664 △ 121

資産運用収入 12,625,000 14,220,100 △ 1,595,100

事業収入 46,569,000 48,535,190 △ 1,966,190

雑収入 30,075,000 29,234,024 840,976

帰属収入合計　（A） 2,958,678,543 2,960,895,929 △ 2,217,386

基本金組入額合計 △ 565,000,000 △ 519,826,090 △ 45,173,910

消費収入の部合計 2,393,678,543 2,441,069,839 △ 47,391,296

（単位：円）

科　　　目 予算 決算 差異

人件費 1,567,359,000 1,559,416,410 7,942,590

教育研究経費 806,827,000 771,981,085 34,845,915

（内、減価償却額） (326,742,000) (328,196,473) （△1,454,473)

管理経費 363,046,000 350,457,267 12,588,733

（内、減価償却額） (29,419,000) (29,269,011) (149,989)

借入金等利息 23,750,000 23,749,910 90

資産処分差額 3,329,000 4,473,064 △ 1,144,064

徴収不能額 0 11,524,726 △ 11,524,726

徴収不能引当金繰入額 0 1,468,750 △ 1,468,750

予備費 15,000,000 15,000,000

消費支出の部合計　（B） 2,779,311,000 2,723,071,212 56,239,788

当年度消費支出超過額 385,632,457 282,001,373

前年度繰越消費支出超過額 3,413,159,013 3,401,427,438

翌年度繰越消費支出超過額 3,798,791,470 3,683,428,811

（単位：円）

科　　　目 予算 決算 差異

帰属収支差額　（A)－（B) 179,367,543 237,824,717 △ 58,457,174

消費収支計算書

平成２５年　４月　１日から
平成２６年　３月３１日まで

消費収入の部

消費支出の部



(単位　円)

科　　　目

固定資産 ( 7,540,352,871 ) ( 7,502,116,715 ) ( 38,236,156 )

有形固定資産 < 7,482,013,664 > < 7,442,528,218 > < 39,485,446 >

土地 2,483,458,079 2,415,315,429 68,142,650

建物 4,466,565,496 4,462,022,700 4,542,796

構築物 71,056,150 77,050,338 △ 5,994,188

教育研究用機器備品 184,796,036 224,553,077 △ 39,757,041

その他の機器備品 100,783,176 103,703,529 △ 2,920,353

図書 143,236,307 136,611,637 6,624,670

車両 31,874,951 19,924,159 11,950,792

建設仮勘定 243,469 3,347,349 △ 3,103,880

その他の固定資産 < 58,339,207 > < 59,588,497 > < △ 1,249,290 >

借地権 1,690,500 1,690,500 0

電話加入権 5,744,581 5,744,581 0

施設利用権 8,250,000 8,250,000 0

ソフトウェア 36,632,446 37,945,646 △ 1,313,200

有価証券 410,000 410,000 0

役員退職積立金 5,009,000 4,999,400 9,600

預託金 602,680 548,370 54,310

流動資産 ( 3,458,762,030 ) ( 3,567,669,057 ) ( △ 108,907,027 )

現金預金 3,371,508,923 3,467,307,523 △ 95,798,600

実習検定等預り資産 0 584,622 △ 584,622

未収入金 48,264,637 62,260,521 △ 13,995,884

貯蔵品 548,866 1,497,280 △ 948,414

前払金 23,026,870 33,279,175 △ 10,252,305

立替金 15,412,734 2,739,936 12,672,798

資　　産　　の　　部　　合　計 10,999,114,901 11,069,785,772 △ 70,670,871

負　　債　　の　　部

科　　　目

固定負債 ( 1,142,311,616 ) ( 1,328,254,000 ) ( △ 185,942,384 )

長期借入金 964,064,000 1,160,458,000 △ 196,394,000

退職給与引当金 178,247,616 167,796,000 10,451,616

流動負債 ( 1,714,992,796 ) ( 1,837,546,000 ) ( △ 122,553,204 )

短期借入金 196,394,000 198,594,000 △ 2,200,000

未払金 107,529,716 114,236,405 △ 6,706,689

前受金 1,289,236,120 1,389,261,024 △ 100,024,904

預り金 121,832,960 135,454,571 △ 13,621,611

負　　債　　の　　部　　合　計 2,857,304,412 3,165,800,000 △ 308,495,588

基　　本　　金　　の　　部

科　　　目

第１号基本金 11,648,239,300 11,128,413,210 519,826,090

第４号基本金 177,000,000 177,000,000 0

基　　本　　金　　の　　部　　合　計 11,825,239,300 11,305,413,210 519,826,090

消　費　収　支　差　額　の　部

科　　　目

翌年度繰越  消  費  支  出  超過額 3,683,428,811 3,401,427,438 282,001,373

消　費　収　支　差　額　の　部　合　計 △ 3,683,428,811 △ 3,401,427,438 △ 282,001,373

科　　　目

負　債　の　部、　基　本　金　の　部

及  び　消費収支差額の部　　合　　計 10,999,114,901 11,069,785,772 △ 70,670,871

本　年　度　末 前　年　度　末 増　　　　減

本　年　度　末 前　年　度　末 増　　　　減

本　年　度　末 前　年　度　末 増　　　　減

本　年　度　末 前　年　度　末 増　　　　減

貸借対照表
平成26年 3月31日

資　　産　　の　　部

本　年　度　末 前　年　度　末 増　　　　減



        (注記)

           1．重要な会計方針

              (１)引当金の計上基準

              　①徴収不能引当金

              　　未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

              　②退職給与引当金

              　　大学教育職員については、退職金の支給に備えるため、期末要支給額4,664,200円の100%を基に

              　　して、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金

              　　額を計上している。

              　　役員及びその他の職員については、退職金の支給に備えるため、期末要支給額175,299,000円の

                  100%を計上している。

              (２)その他の重要な会計方針

              　①棚卸資産の評価基準及び評価方法は、個別法による原価法によっている。

              　②預り金その他の経過項目に係る収支は、純額で表示している。

              　③補助活動に係る収支は、純額で表示している。

           2．重要な会計方針の変更等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なし

           3．減価償却額の累計額の合計額                                              5,318,196,238 円

           4．徴収不能引当金の合計額                                                      1,468,750 円

           5．担保に供されている資産の種類および額

                  土地                                                                1,927,435,529 円

                  建物                                                                3,082,359,540 円

           6．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額    1,154,884,043 円

           7．その他財政及び経営の状況を正確に判断する為に必要な事項

              (１)純額で表示した補助活動に係る収支

              　　　　　支  出　　　　　　　　　　　　　　　　　収  入

              　　　ﾚﾝﾀﾙ用品購入費等      179,600円　　　　 レンタル収入　　　　　235,095円

                    教科書購入費　　　 20,596,653円　　　　 教科書販売収入　　 22,323,952円

              　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 教科書販売手数料　　　838,242円

                                                            自動販売機手数料　　　191,241円

              　　　　　　計           20,776,253円　　　　　　　 計　         23,588,530円

              　　　　　　　　　                                純  額          2,812,277円

              (２)デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

              　　対象物：金利スワップ取引

              　　種類：受取変動・支払固定

              　　契約額：489,988,000円

              　　契約額のうち1年超：419,984,000円

              　　時価：△5,394,802円

              　　評価損益：△5,394,802円

               　 　(注1)上記、金利スワップ取引は将来の金利の変動によるリスク回避を目的としている。

               　 　(注2)時価の算定方法は、取引銀行から提示された価格によっている。



Ⅰ資産総額 10,999,114,901円

内 基本財産 7,540,352,871円

運用財産 3,458,762,030円

収益事業用資産 0円

Ⅱ負債総額 2,857,304,412円

Ⅲ正味財産 8,141,810,489円

金額

資産額

１基本財産

土地 2,483,458,079円

建物 4,466,565,496円

構築物 71,056,150円

教具・校具・備品 285,579,212円

図書 143,236,307円

車両 31,874,951円

建設仮勘定 243,469円

その他 58,339,207円

基本財産合計 7,540,352,871円

２運用財産

現金預金 3,371,508,923円

未収入金 48,264,637円

貯蔵品 548,866円

前払金 23,026,870円

立替金 15,412,734円

運用財産合計 3,458,762,030円

３収益事業用財産 0円

資産総額 10,999,114,901円

負債額

１固定負債

長期借入金 964,064,000円

退職給与引当金 178,247,616円

固定負債合計 1,142,311,616円

２流動負債

短期借入金 196,394,000円

未払金 107,529,716円

前受金 1,289,236,120円

預り金 121,832,960円

流動負債合計 1,714,992,796円

負債総額 2,857,304,412円

正味財産（資産総額－負債総額） 8,141,810,489円

区分

財　産　目　録
平成26年3月31日
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