
 

 

３  財務の概要 
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＊ 以下では、財務の概要を示し、財務状況全般、各科目、学校法人会計の特徴（企業会計との

違い）を説明しています。 

 

（１）資金収支計算書 

  資金収支計算書は、年度中の諸活動に対するすべての収入および支出の内容と年度中にお

ける支払資金の顛末を明らかにするものである。 

  平成 26年度の資金収支計算書は、次のとおりである。 

  本年度収入額は、5,526,765千円で、前年度繰越支払資金 2,840,207千円を加えた収入の部

合計は 8,366,972千円となり、本年度支出額は 5,937,025千円で、次年度繰越支払資金

2,429,947千円となった。 

 

資金収支計算書 

平成 26年４月１日から平成 27年３月３１日まで    （単位 千円） 

収入の部 

科     目 予 算 決 算 差 異 

学生生徒等納付金収入 2,935,243  3,024,312  △89,069       

手数料収入 69,524 69,853 △328  

寄付金収入 62,639 65,350 △2,711  

補助金収入  1,399,708  1,400,777 △1,069 

 国庫補助金収入 238,972 238,905 67 

 地方公共団体補助金収入 927,998 929,026 △1,028 

  その他補助金収入 232,738 232,846 △108 

資産運用収入 12,987 12,610       377 

事業収入 2,340 2,340        0 

雑収入          417,603 416,988 615 

前受金収入         741,277 745,687 △4,410 

その他の収入       1,013,242  959,785     53,457 

資金収入調整勘定 △1,168,172 △1,170,938     2,766 

前年度繰越支払資金 2,840,207       2,840,207        0 

収入の部合計 8,326,598      8,366,972   △40,374 

支出の部 

科     目 予 算 決 算 差 異 

人件費支出 3,704,203 3,676,055 28,148 

教育研究経費支出 902,939 899,931 3,008 

管理経費支出 363,180 321,080 42,100 

借入金等返済支出 252,700 252,509 191 

施設関係支出 301,000 298,098 2,902 

設備関係支出 90,939 67,279 23,660 

資産運用支出 1,110 1,023 87 

その他の支出 1,010,840 1,000,542 10,298 
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予備費 15,000 ― 15,000 

資金支出調整勘定 △580,262 △579,493 △769 

次年度繰越支払資金 2,264,948 2,429,947 △164,999 

支出の部合計 8,326,598 8,366,972 40,374 
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（２）消費収支計算書 

  消費収支計算書は、年度中の消費収入と消費支出の内容を明らかにし、消費収支の均衡状態

を明らかにするものである。 

  平成 26年度の消費収支計算書は、次のとおりである。 

  当年度は、基本金組入額は 225,832 千円で、消費収入の部合計は、4,896,755 千円となった。

消費支出の部合計は、5,393,235千円で、当年度消費支出超過額は、496,480千円となった。 

 

消費収支計算書 

 平成 26年４月１日から平成 27年３月３１日まで （単位 千円） 

消費収入の部 

科     目 予 算 決 算 差 異 

学生生徒等納付金 2,935,243  3,024,312  △89,069       

手数料 69,524 69,853 △328  

寄付金 68,639 70,453 △1,814 

補助金  1,399,708  1,400,777 △1,069 

   国庫補助金 238,972 238,905 67 

   地方公共団体補助金 927,998 929,026 △1,028 

   その他補助金 232,738 232,846 △108 

資産運用収入 12,987 12,610      377 

事業収入 2,340 2,340        0 

雑収入 543,427 542,241 △1,186 

帰属収入合計 5,031,867 5,122,587 △90,720 

基本金組入額合計 ― △225,832 225,832 

消費収入の部合計 5,031,867 4,896,755 135,112 

消費支出の部 

科     目 予 算 決 算 差 異 

人件費 3,570,495 3,542,552 27,943 

教育研究経費 1,450,577 1,446,996 3,580 

管理経費 427,280 384,284 42,996 

資産処分差額 19,350 19,002 348 

徴収不能引当金繰入額 700 ― 700 

徴収不能額 1,000 400 600 

予備費 871 ― 871 

消費支出の部合計 5,470,272 5,393,235 77,037 

当年度消費支出超過額 438,406 496,480 ― 

前年度繰越消費支出超過額 10,729,758 10,729,758 ― 

翌年度繰越消費支出超過額 11,148,164 11,226,238 ― 
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（３）貸借対照表  

  貸借対照表は、財政状態を明らかにするために、年度末に保有するすべての資産、負債、基

本金及び消費収支差額を表示している。 

  期末の資産総額は、23,256,191千円で、前年比 1,108,922千円減少した。 

  負債総額は、3,668,332千円で、前年比 838,274千円減少した。 

  自己資金（基本金＋消費収支差額）は、前年度より 270,648千円減少した。 

貸 借 対 照 表 

                平成 27年３月３１日           （単位 千円） 

資産の部 

科     目 本年度末 前年度末 増 減 

固定資産 20,230,797 20,684,502  △453,705 

 有形固定資産 17,894,861 18,146,623 △251,762 

   土地  5,865,749  5,865,749       0 

   建物 9,073,329   9,319,630 △246,301 

   その他の有形固定資産 2,955,782  2,961,244   △5,462 

 その他の固定資産    2,335,936     2,537,879  △201,943  

流動資産 3,025,394 3,680,611   △655,217  

 現金預金 2,429,947   2,840,207     △410,260  

 その他の流動資産 595,447  840,404    △244,957 

資産の部合計 23,256,191  24,365,113    △1,108,922 

    

負債の部 

科   目 本年度末 前年度末 増 減 

固定負債 2,032,298  2,485,345   △ 453,047  

   長期借入金 270,240 465,114   △194,874  

   その他の固定負債 1,762,058 2,020,231 △258,173 

流動負債  1,636,035 2,021,261    △385,226    

   短期借入金 194,874 252,509   △57,635  

   その他の流動負債 1,441,161 1,768,752 △327,591 

負債の部合計 3,668,332 4,506,606 △838,274 

基本金の部 

第１号基本金 30,264,097 30,038,265   225,832  

第４号基本金 550,000  550,000         ― 

基本金の部合計 30,814,097  30,588,265  225,832 

消費収支差額の部 

翌年度繰越消費支出超過額 11,226,238  10,729,758   496,480  

消費収支差額の部合計 △11,226,238  △10,729,758  △ 496,480  

負債の部、基本金の部及び 

消費収支差額の部合計 

23,256,191    24,365,113 △1,108,922 
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（４）財産目録 

 財 産 目 録 

                平成 27年 3月 31日現在   

                                   （単位 千円） 

Ⅰ資産総額                          23,256,191千円 

内 基本財産                        17,898,155千円 

  運用財産                         5,358,036千円 

  収益事業用財産                          ―千円 

Ⅱ負債総額                           3,668,332千円 

Ⅲ正味財産                           19,587,858千円 

区  分 金 額 

Ⅰ資産 

１基本財産 

    土地                     365,982.34㎡         5,865,749千円 

    建物                     107,372.07㎡         9,073,329千円 

    構築物                        291点           810,165千円 

    図書                       501,915冊         1,993,442千円 

    教具・校具・備品                14,006点          136,823千 円 

    その他                                         15,352千円 

２運用財産 

    現金預金                                     2,429,947千円 

    その他                                       2,928,089千円 

３収益事業用財産                                         ―千円 

資 産 総 額                                     23,256,191千円 

 

Ⅱ負債 

１固定負債 

     長期借入金                                   270,240千円 

     その他                                     1,762,058千円 

２流動負債 

短期借入金                               194,874千円 

     その他                                     1,441,161千円 

負 債 総 額                                     3,668,332千円 

 

Ⅲ正味財産（資産総額－負債総額）                    19,587,858千円 
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各科目の説明（参考資料） 

資金収支計算書の科目 

学生生徒等納付金収入は、教育研究活動の対価としての性質を有し、授業料、入学金

等がこれにあたります。 

手数料収入は、特定の用役の提供にあたって受益者から徴収する手数料です。 

寄付金収入は、資産を寄贈者から贈与されたものです。 

補助金収入は、国又は地方公共団体からの助成金をいいます。  

資産運用収入は、学校法人の所有する諸資産の運用の結果生じた収入をいいます。 

資産売却収入は、固定資産等の売却収入です。 

事業収入は、教育研究活動に付随する活動に係る事業の収入と利益を得ることを直接

の目的とする収入を含みます。 

雑収入とは、学生生徒等納付金収入から事業収入までに含まれない収入で、学校法人

に帰属する収入をいいます。 

借入金等収入は、長期借入金収入、短期借入金収入、学校債収入をいいます。 

前受金収入は、翌会計年度以後の諸活動に対応する収益分の資金のうち当該会計年度

の収入となったものをいいます。 

その他の収入は、学生生徒等納付金収入から前受金収入までの各収入科目に含まれな

い収入をいいます。 

資金収入調整勘定は、当年度の諸活動に対応する収益分の資金のうち、当年度中に収

入とならなかったものをいいます。 

人件費支出は、教職員の人件費、役員報酬や、退職金支出を含みます。 

教育研究経費支出は、教育研究のための経費の支出です。 

管理経費支出は、管理のための経費の支出です。 

借入金等返済支出は、借入金及び学校債に係る返済支出です。 

施設関係支出は、学校法人がその諸活動に使用する目的で取得する土地、建物等の固

定資産に係る支出です。 

設備関係支出は、学校法人がその諸活動に使用する目的で取得する備品等に係る支出

です。 

資産運用支出は、資金運用目的の支出です。 

その他の支出は、人件費支出から資産運用支出までの各科目に含まれない支出です。 

資金支出調整勘定は、当年度の諸活動に対応する費用分の資金のうち、当年度中に支

出とならなかったものをいいます。 
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消費収支計算書の科目 

学生生徒等納付金、手数料、補助金、資産運用収入は、資金収支計算書のものと同じ

なので、同一金額が計上されます。 

寄付金については、資金収支計算書に計上される寄附金のほか、現物寄附金も計上さ

れます。 

資産売却差額は、資金収支計算書の資産売却収入から、売却資産の簿価を控除した差

額がプラスの場合に計上されます。マイナスの場合は、消費支出の方に、資産処分差

額として計上されます。 

事業収入は、基本的に資金収支計算書のものと同じですが、補助活動の表示方法につ

き純額法を採用している場合等には、金額が異なる場合があります。 

雑収入は、基本的に資金収支計算書のものと同じですが、退職金財団交付金収入等と

退職金との相殺表示が認められている場合等には、金額が異なる場合があります。 

帰属収入合計は、負債とならない収入、すなわち、学校法人に帰属する収入の合計額

です。 

基本金組入額合計は、当年度に基本金に組み入れた金額です。基本金とは、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、その帰属収入から組入れた金額です。 

人件費は、退職金関係以外は、資金収支計算書の人件費支出と同一です。 

教育研究経費、管理経費は、基本的に資金収支計算書のものと同じですが、減価償却

費が計上される点が異なり、また、消耗品等について、期首期末の未使用額等を把握

する場合には、その分の金額も異なります。 

資産処分差額は、資金収支計算書の資産売却収入から、売却資産の簿価を控除した差

額がマイナスの場合に計上されます。プラスの場合は、帰属収入の方に、資産売却差

額として計上されます。 

徴収不能引当金繰入額は、期末の未収入金等の債権について、将来徴収不能となる虞

のある額を見積もって、引当処理を行う場合に計上されます。 
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学校法人会計の特徴について(参考資料) 

 学校法人は、建学の理念に基づき、教育活動により人材を育成し、研究活動により学問

の深化、発展に寄与することを目的としており、その教育研究活動を、将来にわたり継続

的に実施していくことが求められています。 

 そのため、学校法人の会計処理についても、主に営利を目的とする企業等とは異なり、

長期的視点から継続的な運営を可能にすることを前提とした収支の均衡が図られているか

どうかを把握することが求められます。 

 このような学校法人の特性を踏まえて、私学助成を受ける学校法人が適正な会計処理を

行うための統一的な会計処理の基準として、学校法人会計基準が定められています（昭和

46 年文部省令）。この学校法人会計基準により、学校法人は、計算書類として、「資金収支

計算書」、「消費収支計算書」、「貸借対照表」を作成することが義務付けられています。 

 

資金収支計算書とは 

 学校法人会計基準６条によりますと、資金収支計算書は、第 1に、1会計年度（4月 1

日から翌年 3月 31日まで）の教育、研究の諸活動に対応するすべての収入および支出の

内容を明らかにすること、第２に、1 会計年度の支払資金（現金及びいつでも引き出す

ことができる預貯金）の収入および支出の顛末を明らかにすること、の 2 つの目的のた

めに作成されるものといえます。 

 第２の目的は、企業会計のキャッシュ・フロー計算書とほぼ同じですので、資金収支

計算書は、キャッシュ・フロー計算書に類似するものといえます。 

ただ、資金収支計算書は、第 1 の目的も有するので、この点で、企業会計のキャッシ

ュ・フロー計算書と異なります。 

企業会計のキャッシュ・フロー計算書は、支払資金の実際の収入および支出の時点で

支払資金の増減を計上（認識）するものです。これに対し、資金収支計算書は、当該会

計年度の教育、研究の諸活動に対応する収入および支出を記録するものでもあるので、

例えば、「学生生徒等納付金収入」の金額は、その会計年度に実際に払込まれた金額では

なく、その会計年度の教育活動に対応する金額となっています。このため、資金収支計

算書の「学生生徒等納付金収入」の金額は、消費収支計算書の「学生生徒等納付金収入」

の金額と一致します。 

そして、資金収支計算書では、その会計年度の教育活動に対応する金額に、前受金、

前払金、未収金及び未払金を加減することにより、結果として、第 2 の目的も果たすも

のとなっています。 

 

消費収支計算書とは 

 学校法人会計基準１５条によりますと、消費収支計算書は、1 会計年度の消費収入お

よび消費支出の内容及び均衡の状態を明らかにするために作成されるものといえます。 

 企業会計における損益計算書に相当するものです。 

 ただ、長期的視点から継続的な運営を可能にすることを前提とした収支の均衡が図ら

れているかどうかを把握するため、学校法人会計基準では、基本金の制度が定められて
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おり、この点が、企業会計と異なります。すなわち、消費収支計算書の収入の部におい

て、帰属収入から当該会計年度の基本金繰入額を控除して、消費収入が計算される点で、

消費収支計算書は、企業会計の損益計算書と異なります。 

  

貸借対照表とは 

 貸借対照表は、年度末における学校法人の財政状態を示す計算書類である点で、企業

会計の貸借対照表と同様であるといえます。 

 ただ、学校法人会計は、長期的視点から継続的に学校法人を運営するための資金の目

安として、基本金の制度を設けました。基本金は、企業会計の資本金に相当するもので

あるといえますが、資本金が、株主によって払込まれた金額の一部であるのに対し、学

校法人は公共性の高い法人であるため、株主に相当する者は存在しません。 

また、学校法人は、施設が多く、その維持、改築、改修を適時に行うことが重要です。

そして、施設のほとんどは、固定資産ですから、貸借対照表においても、まず、固定資

産から表示することとなっています（固定性配列法）。この点も、企業会計では流動性配

列法が原則であるのと異なります。 

  


