
(単位　円)

科　　　目

学生生徒等納付金収入 1,267,307,000 1,304,529,943 △ 37,222,943

手数料収入 14,735,000 15,648,200 △ 913,200

寄付金収入 7,040,000 7,722,622 △ 682,622

補助金収入 355,565,000 370,013,498 △ 14,448,498

国庫補助金収入 120,000,000 119,895,000 105,000

地方公共団体補助金収入 105,565,000 115,637,492 △ 10,072,492

施設型給付費収入 130,000,000 134,481,006 △ 4,481,006

資産売却収入 270,000,000 279,750,084 △ 9,750,084

付随事業・収益事業収入 52,560,000 67,339,170 △ 14,779,170

受取利息・配当金収入 31,056,000 36,411,550 △ 5,355,550

雑収入 145,673,000 161,014,297 △ 15,341,297

借入金等収入 0 0 0

前受金収入 361,600,000 461,309,430 △ 99,709,430

その他の収入 694,611,000 698,285,889 △ 3,674,889

資金収入調整勘定 △ 570,601,750 △ 602,780,200 32,178,450

前年度繰越支払資金 2,380,000,000 2,383,347,647
収入の部合計 5,009,545,250 5,182,592,130 △ 173,046,880

(単位　円)

科　　　目

人件費支出 1,178,178,000 1,222,240,018 △ 44,062,018

教育研究経費支出 300,634,000 283,812,449 16,821,551

管理経費支出 165,624,000 145,747,534 19,876,466

借入金等利息支出 0 0 0

借入金等返済支出 0 0 0

施設関係支出 300,000 488,160 △ 188,160

設備関係支出 13,000,000 11,787,750 1,212,250

資産運用支出 770,000,000 820,000,000 △ 50,000,000

その他の支出 537,000,000 513,599,660 23,400,340

〔予備費〕 11,950,000

資金支出調整勘定 △ 28,000,000 △ 145,485,659 117,485,659

翌年度繰越支払資金 2,060,859,250 2,330,402,218 △ 269,542,968
支出の部合計 5,009,545,250 5,182,592,130 △ 173,046,880

資金収支計算書
平成30年 4月 1日　から

平成31年 3月31日　まで

　　収入の部

予　　　算 決　　　算 差　　　異

　　支出の部

予　　　算 決　　　算 差　　　異



(単位　円)

学生生徒等納付金収入 1,304,529,943

手数料収入 15,648,200

一般寄付金収入 7,722,622

経常費等補助金収入 368,891,498

付随事業収入 67,339,170

雑収入 159,795,356

教育活動資金収入計 1,923,926,789

人件費支出 1,222,240,018

教育研究経費支出 283,812,449

管理経費支出 145,209,387

教育活動資金支出計 1,651,261,854

差引 272,664,935

調整勘定等 △ 33,731,887
教育活動資金収支差額 238,933,048

施設設備補助金収入 1,122,000

第２号基本金引当特定資産取崩収入 128,664,804

施設整備等活動資金収入計 129,786,804

施設関係支出 488,160

設備関係支出 11,787,750

第２号基本金引当特定資産繰入支出 220,000,000

施設整備等活動資金支出計 232,275,910

差引 △ 102,489,106

調整勘定等 89,820,276
施設整備等活動資金収支差額 △ 12,668,830

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額） 226,264,218

有価証券売却収入 150,000,000

預り金受入収入 416,886,704

その他の収入 93,966,131

　　小計 660,852,835

受取利息・配当金収入 36,411,550

過年度修正収入 1,218,941

その他の活動資金収入計 698,483,326

有価証券購入支出 483,112,031

退職給与引当特定資産繰入支出 66,887,969

預り金支払支出 419,829,849

その他の支出 107,324,977

　　小計 1,077,154,826

過年度修正支出 538,147

その他の活動資金支出計 1,077,692,973

差引 △ 379,209,647

調整勘定等 100,000,000
その他の活動資金収支差額 △ 279,209,647

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） △ 52,945,429

前  年  度  繰  越  支  払  資  金 2,383,347,647

翌年度繰越支払資金 2,330,402,218

活動区分資金収支計算書
平成30年 4月 1日　から

平成31年 3月31日　まで
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(単位　円)

科　　　目

学生生徒等納付金 1,267,307,000 1,304,529,943 △ 37,222,943

手数料 14,735,000 15,648,200 △ 913,200

寄付金 7,040,000 7,722,622 △ 682,622

経常費等補助金 355,565,000 368,891,498 △ 13,326,498

国庫補助金 120,000,000 119,895,000 105,000

地方公共団体補助金 105,565,000 114,515,492 △ 8,950,492

施設型給付費 130,000,000 134,481,006 △ 4,481,006

付随事業収入 52,560,000 67,339,170 △ 14,779,170

雑収入 145,673,000 159,795,356 △ 14,122,356
教育活動収入計 1,842,880,000 1,923,926,789 △ 81,046,789

科　　　目

人件費 1,199,078,000 1,246,226,784 △ 47,148,784

教育研究経費 554,634,000 531,742,918 22,891,082

管理経費 223,324,000 203,614,704 19,709,296

徴収不能額等 0 0 0
教育活動支出計 1,977,036,000 1,981,584,406 △ 4,548,406

　　教育活動収支差額 △ 134,156,000 △ 57,657,617 △ 76,498,383

科　　　目

受取利息・配当金 31,056,000 36,411,550 △ 5,355,550

その他の教育活動外収入 0 0 0

教育活動外収入計 31,056,000 36,411,550 △ 5,355,550

科　　　目

借入金等利息 0 0 0

その他の教育活動外支出 0 0 0

教育活動外支出計 0 0 0

　　教育活動外収支差額 31,056,000 36,411,550 △ 5,355,550

　　　　経常収支差額 △ 103,100,000 △ 21,246,067 △ 81,853,933

科　　　目

資産売却差額 10,000,000 22,605,375 △ 12,605,375

その他の特別収入 0 2,538,723 △ 2,538,723

特別収入計 10,000,000 25,144,098 △ 15,144,098

資産処分差額 0 21,604,374 △ 21,604,374

その他の特別支出 0 871,493 △ 871,493

特別支出計 0 22,475,867 △ 22,475,867

　　　　特別収支差額 10,000,000 2,668,231 7,331,769

0

11,950,000 11,950,000

△ 105,050,000 △ 18,577,836 △ 86,472,164

△ 270,000,000 △ 278,997,126 8,997,126
△ 375,050,000 △ 297,574,962 △ 77,475,038

4,246,779,694 4,246,779,694 0

0 8,646,147 △ 8,646,147
3,871,729,694 3,957,850,879 △ 86,121,185

1,883,936,000 1,985,482,437 △ 101,546,437
1,988,986,000 2,004,060,273 △ 15,074,273

事業活動収支計算書
平成30年 4月 1日　から

平成31年 3月31日　まで
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前年度繰越収支差額

基本金取崩額
翌年度繰越収支差額



(単位　円)

科目

固定資産 ( 15,803,110,177 ) ( 15,747,424,212 ) ( 55,685,965 )

有形固定資産 < 9,784,424,657 > < 10,180,619,513 > < △ 396,194,856 >

土地 3,993,089,550 4,099,148,979 △ 106,059,429

建物 5,080,972,461 5,318,724,457 △ 237,751,996

その他の有形固定資産 710,362,646 762,746,077 △ 52,383,431

特定資産 < 5,676,887,969 > < 5,382,901,203 > < 293,986,766 >

その他の固定資産 < 341,797,551 > < 183,903,496 > < 157,894,055 >

流動資産 ( 2,757,482,666 ) ( 2,687,332,102 ) ( 70,150,564 )

現金預金 2,330,402,218 2,383,347,647 △ 52,945,429

その他の流動資産 427,080,448 303,984,455 123,095,993
資産の部合計 18,560,592,843 18,434,756,314 125,836,529

科目

固定負債 ( 468,133,911 ) ( 445,954,561 ) ( 22,179,350 )

長期未払金 1,245,942 3,053,358 △ 1,807,416

退職給与引当金 466,887,969 442,901,203 23,986,766

流動負債 ( 690,684,360 ) ( 568,449,345 ) ( 122,235,015 )

短期借入金 0 0 0

その他の流動負債 690,684,360 568,449,345 122,565,015
負債の部合計 1,158,818,271 1,014,403,906 144,414,365

科目

基本金 ( 13,443,923,693 ) ( 13,173,572,714 ) ( 270,350,979 )

第１号基本金 12,678,923,693 12,683,572,714 △ 4,649,021

第２号基本金 385,000,000 165,000,000 220,000,000

第３号基本金 250,000,000 200,000,000 50,000,000

第４号基本金 130,000,000 125,000,000 5,000,000

繰越収支差額 ( 3,957,850,879 ) ( 4,246,779,694 ) ( △ 288,928,815 )
純資産の部合計 17,401,774,572 17,420,352,408 △ 18,577,836

負債及び純資産の部合計 18,560,592,843 18,434,756,314 125,836,529

貸借対照表
平成31年 3月31日

資産の部

本年度末 前年度末 増　　減

負債の部

本年度末 前年度末 増　　減

純資産の部

本年度末 前年度末 増　　減



(単位 円)

科          目

一　資産額

（一）基本財産 8,280,451,028

　１　土地 福岡市南区横手1-59他 2,467,998,449

　２　建物 短期大学本館他 5,080,972,461

　３　構築物 短期大学外構他 198,611,139

　４　その他の有形固定資産 短期大学教研用機器備品他 511,751,507

　５　その他の固定資産 教務システム他 21,117,472

（二）運用財産 10,280,141,815

　１　土地 福岡市南区塩原3-379他 1,525,091,101

　２　学園拡充引当特定資産 学園拡充用資産 3,125,000,000

　３　施設更新引当特定資産 既存施設建替資金 1,450,000,000

　４　退職給与引当特定資産 退職金引当資金 466,887,969

　５　第２号基本金引当特定資産 短期大学3号館空調設備改修工事　他 385,000,000

　６　第３号基本金引当特定資産 学園奨学金基金 250,000,000

　７　長期有価証券 長期投資用債券 319,704,425

　８　現金預金 当座支払資金 2,330,402,218

　９　短期有価証券 中期国債ﾌｧﾝﾄﾞ等投資信託等 256,886,591

　10　その他の資産 退職金財団交付金未収入金　他 171,169,511

18,560,592,843

二　負債額

　１　固定負債 468,133,911

　（１）長期未払金 教務システムリース代　他 1,245,942

　（２）退職給与引当金 期末要支給額 466,887,969

　２　流動負債 690,684,360

　（１）未払金 共済掛金他 146,997,454

　（２）前受金 入学金、入園料他 461,309,430

　（３）その他の流動負債 卒業積立金等預り金他 82,377,476

1,158,818,271

17,401,774,572正味資産総額（資産合計－負債合計）

財　産　目　録
平成31年 3月31日

摘　　　　　要 金       額

資    産    合    計

負　　債　　合　　計



学校法人 企　　業

目的 教育研究活動 利益追求

会計処理 学校法人会計基準 企業会計原則

資金収支計算書 キャッシュフロー計算書

作成書類 事業活動収支計算書 損益計算書

貸借対照表 貸借対照表

基本財産 基本金（自己所有財産） 資本金（株主出資）

利益処分 なし（収支均衡を原則とする） あり（株主配当）

             される。

学校法人は永続的に教育研究活動を行えるよう、校地や校舎等の財産を健全に、継続的に維持することが大
変重要になってきます。そのために「基本金」の制度が取り入れられています。学校法人会計の一番の特徴で
もあります。学校法人会計基準第29条には、「学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に
保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」とあ
ります。

学校法人の会計について

私立学校を設置している学校法人は、一般企業とは異なり利益を目的としていません。利益を上げることよ
り、安定性、継続性が特に強く求められています。これは私立の学校の公共性が高いと認識されているからで
もあります。よって、長期にわたって収支のバランスをとることが求められています。

また、一般企業である株式会社は株を発行することで、より多くの出資者から資金を集めることができるよう
になっています。その集まった資金で設備投資等を行うことでより多くの利益を出すことが可能となります。
このように株主が会社に出資することで設立されるのが株式会社です。

これに対して学校法人は私立学校法に則って設立される法人で、その設立は寄附によって行われます。つまり
出資という概念はなく、配当という形で株主に還元されることもありません。学校法人は収益を内部留保する
ことで自己資金を創出し、教育研究活動に再投資しています。

もう一つの学校法人の特徴としては、収入の大半を学生生徒等からの学納金や、国や地方公共団体からの補
助金により構成されていることです。学納金収入は入学してくる学生生徒の数が確定すると、短期大学であれ
ば、2年間の収入についてもほぼ確定してしまうことになります。その為、支出についても入ってくる収入の
範囲内で予算を組むことになります。もちろん教育研究活動に対する支出が主となっています。

第4号基本金　教育研究活動等の諸活動を円滑に行うための運転資金。一定の計算式に基づき計算

つまり、「基本金」とは、学校の永続的な運営に必要な資産や基金のことで、いずれも計画的に積み立ててい
くことが必要とされています。

以上のことからも、私立学校である学校法人は教育研究活動の維持・向上のために、自己資金を創出し、なお
かつバランスのとれた収支をとりながら、財政の基盤を強化していくことが求められています。

第1号基本金　校地（土地）・校舎（建物）・機器備品・図書など、学校法人における教育の充実向上

             のために取得した固定資産の額。

第2号基本金　新たな学校の設置、または既設の学校の規模の拡大など、将来取得する固定資産の取得

             に宛てる金銭その他の額。

第3号基本金　基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額（元本から生じる

             運用益を教育研究活動に使用している。）



比　　　率 算式（×100） 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成29年度

短期大学法人
全国平均

評

人件費

経常収入

人件費

学生生徒等納付金

教育研究経費

経常収入

管理経費

経常収入

借入金等利息

経常収入

経常収支差額

経常収入

教育活動収支差額

教育活動収入計

基本金組入前当年度収支差額

事業活動収入

学生納付金

経常収入

寄付金

事業活動収入

補助金

事業活動収入

基本金組入額

事業活動収入

減価償却額

経常支出

流動資産

流動負債

総負債

総資産

現金預金

前受金

退職給与引当特定資産

退職給与引当金

固定資産

総資産

総負債

純資産

基本金

基本金要組入額

減価償却累計額

減価償却資産取得価額
52.7 ～

※平成26年度の決算については、平成27年度から適用された改正後の会計基準に基づき、組み替えて表示している。

減価償却比率 38.34 38.65 40.28 41.61 44.55

13.3 ▼

基本金比率 99.99 99.94 99.95 99.94 99.98 97.2 △

負債比率 5.51 5.59 5.73 5.82 6.66

固定資産構成比率 88.80 88.74 85.24 85.42 85.14 84.7 ▼

退職給与引当特定資産保有率 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

前受金保有率 392.90 431.45 572.18 534.86 505.17 496.4 △

58.3 △

△

総負債比率 5.22 5.29 5.42 5.50 6.24 11.7 ▼

【貸借対照表関係比率】

流動比率 373.50 373.35 491.47 472.75

10.2 △

減価償却額比率 13.70 14.04 15.42 14.68 15.45 10.8 ～

基本金組入率 14.13 12.38 0.39 14.41 14.05

399.24 288.9

1.8 △

補助金比率 12.22 13.45 14.50 18.27 18.64 28.8 △

寄付金比率 0.50 0.44 0.44 0.45 0.39

0.8

学生納付金比率 77.11 73.30 73.87 72.83 66.55 60.7 ～

事業活動収支差額比率 -22.77 -1.14 -3.40 -5.16 -0.94

-1.3 -

教育活動収支差額比率 -16.06 -10.09 -5.05 -13.37 -3.00 -2.8 -

経常収支差額比率 -13.81 -8.48 -3.64 -10.86 -1.08

借入金等利息比率 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3 ▼

管理経費比率 14.95 13.81 13.04 12.01 10.39

教育研究経費比率 33.57 28.19 27.56 35.85 27.12 28.6 △

10.6 ▼

▼

人件費依存率 84.66 90.69 85.34 86.50 95.53 101.7 ▼

　財務比率一覧

【事業活動収支計算書関係比率】

人件費比率 65.28 66.47 63.04 63.00 63.57 61.8



(単位：千円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

学生生徒等納付金 1,305,925 1,268,680 1,289,273 1,288,993 1,304,529

手数料 17,055 16,927 16,625 16,746 15,648

寄付金 8,384 8,147 8,411 8,439 7,722

経常費等補助金 210,433 242,995 279,249 244,354 368,891

その他 228,566 323,902 340,763 309,431 288,692

収入計 1,770,363 1,860,651 1,934,321 1,867,963 1,985,482

(単位：千円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

人件費 1,105,648 1,150,507 1,100,235 1,114,986 1,246,226

教育研究経費 568,552 487,957 480,993 634,570 531,742

管理経費 253,127 239,074 227,609 212,498 203,614

その他 246,112 4,405 191,308 2,220 22,478

支出計 2,173,439 1,881,943 2,000,145 1,964,274 2,004,060

事業活動収支の推移

１．事業活動収入の部

２．事業活動支出の部

■学生生徒等納付金 ■手数料 ■寄付金 ■経常費等補助金 ■その他

■人件費 ■教育研究経費 ■管理経費 ■その他
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１．学園全体の収支の状況（構成比率） 

２．事業活動収支差額比率

３．人件費比率

財務状況の解説

事業活動収入に対する基本金組入前の当期収支差額が占

める割合であり、この比率がプラスで大きいほど自己資

金が充実し､ 財政面での将来的な余裕につながるものとみ

なすことができる。

【評価】 高い値が良い

※26年度のマイナスは臨時的な支出（大規模修繕等）に

よるものである。

【算出方法】 基本金組入前当年度収支差額

事 業 活 動 収 入

人件費の経常収入に占める割合を示す｡

人件費は学校における最大の支出要素であり､この比率が

適正水準を超えると経常収支の悪化に繋がる要因ともな

る｡

人件費は学校法人の事業活動支出の大半を占め、固定費

としての性質が強い支出となっている。

【評価】 低い値が良い

【算出方法】 人 件 費 0

経 常 収 入

30年度 事業活動収入の内訳 30年度 事業活動支出の内訳

単位：千円学生生徒等納付金

1,304,529
66%

手数料

15,648 1%

寄付金

7,722 0%
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368,891 19%
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67,339 3%

雑収入

159,795 8%
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25,144 1%
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４．教育研究経費比率

５．管理経費比率

６．流動比率

７．総負債比率

教育研究経費の経常収入に占める割合である｡

教育研究経費には修繕費､光熱水費､消耗品費､委託費､旅費

交通費､印刷製本費等の各種支出に加え、教育研究用固定

資産にかかる減価償却額が含まれている｡

これらの経費は教育研究活動の維持・充実のため不可欠な

ものであり､この比率も収支均衡を失しない範囲内で高く

なることが望ましい｡

【評価】 高い値が良い

※26年度が高い数値となっているのは、短大の体育館屋

根修繕のため経費が膨らんだことによる。

【算出方法】 教育研究経費 0

経常収入

経常収入に対する管理経費の占める割合である｡

管理経費は教育研究活動以外の目的で支出される経費であ

り、学校法人の運営のため､ある程度の支出は止むを得な

いものの､比率としては低い方が望ましい｡

【評価】 低い値が良い

【算出方法】 管理経費 0

経常収入

流動負債に対する流動資産の割合である｡

一年以内に償還又は支払わなければならない流動負債に対

して､ 現金預金又は一年以内に現金化が可能な流動資産が

どの程度用意されているかという､ 学校法人の資金流動性

すなわち短期的な支払い能力を判断する重要な指標の一つ

である｡

一般に金融機関等では､ 200%以上であれば優良とみなし

ており､ 100%を切っている場合には､ 流動負債を固定資

産に投下していることが多く､資金繰りに窮していると見

られる。

【評価】 高い値が良い

【算出方法】 流動資産 0

流動負債

固定負債と流動負債を合計した負債総額の総資産に対する

割合で、総資産に対する他人資金の比重を評価する極めて

重要な比率である｡

この比率は一般的に低いほど望ましく､50％を超えると負

債総額が純資産を上回ることを示し、さらに100％を超

えると負債総額が資産総額を上回る状態､いわゆる債務超

過であることを示す｡

【評価】 低い値が良い

【算出方法】 総負債 0
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①資金収支計算書

科　　　　目
学生生徒等納付金収入 授業料収入 聴講料、補講料等を含む

実験実習諸費収入

設備維持費収入 施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう

手数料収入 入学検定料収入 その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう

試験料収入 追・再試験等のために徴収する収入をいう

証明手数料収入 在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう

寄付金収入 土地、建物等の現物寄付金を除く

特別寄付金収入 用途指定のある寄付金をいう

一般寄付金収入 用途指定のない寄付金をいう

補助金収入 国庫補助金収入 日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む

地方公共団体補助金収入 福岡県、福岡市等からの補助金をいう

施設型給付費収入 子ども子育て新制度の公定価格のうち、自治体より給付されるものをいう

資産運用収入 奨学基金運用収入 奨学基金の運用により生ずる収入をいう

受取利息・配当金収入 預貯金の受取利息等をいい、奨学基金運用収入を除く

資産売却収入 固定資産に含まれない物品の売却収入を除く

事業収入 補助活動収入 学生寮等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう

受託事業収入 外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう

雑収入 固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上記の各収
入以外の収入をいう

前受金収入 翌年度入学の学生、生徒等に係る学生生徒等納付金収入その他の前受金収入
をいう

その他の収入 上記の各収入以外の収入をいう

資金収入調整勘定 資金収入のうち､期末時点で未収入金となったものと､前年度に入金済の前期末
前受金の額を控除するものをいう

支出の部

科　　　　目
人件費支出 教員人件費支出 教員（学長、校長又は園長を含む。以下同じ。）に支給する本俸、期末手当及び

その他の手当並びに所定福利費をいう

職員人件費支出 教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利
費をいう

役員報酬支出 理事及び監事に支払う報酬をいう

退職金支出 退職した教職員に支払う一時金をいう

教育研究経費支出 教育研究のために支出する経費（学生、生徒等を募集するために支出する経費
を除く。）をいう

光熱水費支出 電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう

奨学費支出 貸与の奨学金を除く

管理経費支出 教育研究活動以外に使用する経費をいう（学生・園児の募集経費や広報活動な
どに要した経費を含む）

施設関係支出 整地費、周旋料等の施設の取得に伴う支出を含む

建物支出 建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備のための支出を含む

構築物支出 プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物のための支出をいう

建設仮勘定支出 建物及び構築物が完成するまでの支出をいう

設備関係支出 教育研究用機器備品や管理機器備品、図書、車両等をいう

資産運用支出 特定預金や特定資産への繰入支出や有価証券購入支出等をいう

その他の支出 前払金支払支出や仮払金支払支出、前期末未払金支払支出や預り金支払支出
等をいう

資金支出調整勘定 本年度に資金の動きがなく期末時点で未払金となったもの､および前年度に支払
済の前期末前払金の額を控除するものをいう

計算書の説明

収入の部

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容



科　　　　目
学生生徒等納付金 授業料 聴講料、補講料等を含む

実験実習諸費 教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む

設備維持費 施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう

手数料 入学検定料 その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう

試験料 追・再試験等のために徴収する収入をいう

証明手数料 在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう

寄付金 特別寄付金 用途指定のある寄付金をいう

一般寄付金 用途指定のない寄付金をいう

現物寄付金 土地、建物等の受贈額をいう

補助金 国庫補助金 日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む

地方公共団体補助金収入 福岡県、福岡市等からの補助金をいう

資産運用収入 奨学基金運用収入 奨学基金の運用により生ずる収入をいう

受取利息・配当金 預貯金の受取利息等をいい、奨学基金運用収入を除く

資産売却差額 資産売却収入が当該資産の帳簿残高を超える場合のその超過額をいう

事業収入 補助活動収入 学生寮等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう

受託事業収入 外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう

雑収入 固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上記の各収
入以外の収入をいう

支出の部

科　　　　目
人件費 教員人件費 教員（学長、校長又は園長を含む。以下同じ。）に支給する本俸、期末手当及び

その他の手当並びに所定福利費をいう

職員人件費 教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利
費をいう

役員報酬 理事及び監事に支払う報酬をいう

退職給与引当金繰入額（又
は退職金）

退職給与引当金への繰入れを行っていない場合には、当該会計年度末における
退職金支払額を退職金として記載するものとする

教育研究経費 教育研究のために支出する経費（学生、生徒等を募集するために支出する経費
を除く。）をいう

光熱水費 電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう

奨学費 貸与の奨学金を除く

管理経費 教育研究活動以外に使用する経費をいう（学生・園児の募集経費や広報活動な
どに要した経費を含む）

資産処分差額 資産の帳簿残高が当該資産の売却収入金額を超える場合のその超過額をいい、
除却損又は廃棄損を含む

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

②事業活動収支計算書

消費収入の部



③貸借対照表

固定資産

有形固定資産 貸借対照表日後１年を超えて使用される資産をいう。耐用年数が
１年未満になっているものであっても使用中のものを含む

建物 建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備を含む

構築物 プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物をいう

教育研究用機器備品 標本及び模型を含む

建設仮勘定 建設中又は製作中の有形固定資産をいい、工事前払金、手付金
等を含む

その他の固定資産 電話加入権 専用電話、加入電話等の設備に要する負担金額をいう

有価証券 長期に保有する有価証券をいう（一時的に保有する有価証券を除
く）

第３号基本引当金資産 第３号基本金に係る預金等をいう

流動資産 未収入金 学生生徒等納付金、補助金等の貸借対照表日後における未収額
をいう

短期貸付金 その期限が貸借対照日後１年以内に到来するものをいう

固定負債 長期借入金 その期限が貸借対照表日後１年を超えて到来するものをいう

学校債 同上

退職給与引当金 退職給与規程等による計算に基づく退職給与引当額をいう

流動負債 短期借入金 その期限が貸借対照表日後１年以内に到来するものをいい、資金
借入れのために振り出した手形上の債務を含む

学校債 その期限が貸借対照表日後１年以内に到来するものをいう

手形債務 物品の購入のために振り出した手形上の債務に限る

預り金 教職員の源泉所得税、社会保険料等の預り金をいう

校地（土地）・校舎（建物）・機器備品・図書など、学校法人におけ
る教育の充実向上のために取得した固定資産の額。

新たな学校の設置、または既設の学校の規模の拡大など、将来取
得する固定資産の取得に充てる金銭その他の額。

基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の
額。
元本から生じる運用益を教育研究活動に使用している。

教育研究活動等の諸活動を円滑に行うための運転資金。一定の
計算式に基づき計算される。

翌年度繰越収支差額 過年度からの基本金組入後の収支状況

第４号基本金

繰越収支差額

　　　　　注）　「基本金」とは、学校法人会計独自のもので、学校法人が教育諸活動の計画に基づき、必要な資産を
　　　　　　　　継続的に保持するために　帰属収入から組み入れた金額のことです。

純資産の部

科目 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

第１号基本金

第２号基本金

第３号基本金

資産の部

科目 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

負債の部

科目 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容




