
平成25年度財務情報書類

平成25年　4月　1日

平成26年　3月31日

学校法人　清泉女学院



     Ⅰ資産総額 29,477,599,244 円

        内　基本財産 13,941,514,492 円

　　        運用財産 15,536,084,752 円

　　        収益事業用財産 0 円

     Ⅱ負債総額 1,534,863,381 円

     Ⅲ正味財産 27,942,735,863 円

土地 175,680.40㎡ 7,369,174,637 円
建物 58,370.91㎡ 5,678,207,436 円
構築物 359点 180,774,499 円
図書 192,338点 532,936,068 円
教具・校具・備品 2,838点 162,432,418 円
その他          17,989,434 円

現金預金       8,300,886,469 円
その他       7,235,198,283 円

資　産　総　額            29,477,599,244 円

長期借入金          0 円
その他        587,140,502 円

短期借入金          0 円
その他      947,722,879 円

負　債　総　額 1,534,863,381 円

27,942,735,863 円

１固定負債

２流動負債

負債額

正味財産（資産総額－負債総額）

財　産　目　録

金　額

平成26年3月31日現在

２運用財産

資産額

１基本財産

区　　分



科　　　　　目 本年度末 前年度末 増　減

固定資産 20,880,210,589 20,637,706,319 242,504,270

有形固定資産 13,931,035,195 14,157,918,554 △ 226,883,359

土地 7,369,174,637 7,369,174,637 0

建物 5,678,207,436 5,957,359,891 △ 279,152,455

その他の有形固定資産 883,653,122 831,384,026 52,269,096

その他の固定資産 6,949,175,394 6,479,787,765 469,387,629

各種引当特定預金 6,938,696,097 6,471,839,298 466,856,799

その他 10,479,297 7,948,467 2,530,830

流動資産 8,597,388,655 8,800,534,456 △ 203,145,801

現金預金 8,300,886,469 8,594,132,700 △ 293,246,231

その他の流動資産 296,502,186 206,401,756 90,100,430

資産の部合計 29,477,599,244 29,438,240,775 39,358,469

科　　　目 本年度末 前年度末 増　減

固定負債 587,140,502 545,704,625 41,435,877

長期借入金 0 0 0

その他の固定負債 587,140,502 545,704,625 41,435,877

流動負債 947,722,879 964,647,483 △ 16,924,604

短期借入金 0 0 0

その他の流動負債 947,722,879 964,647,483 △ 16,924,604

負債の部合計 1,534,863,381 1,510,352,108 24,511,273

科　　　　目 本年度末 前年度末 増　減

第１号基本金 20,655,067,925 20,567,065,592 88,002,333

第２号基本金 667,433,767 487,433,767 180,000,000

第３号基本金 474,239,888 473,424,507 815,381

第４号基本金 290,000,000 290,000,000 0

基本金の部合計 22,086,741,580 21,817,923,866 268,817,714

科　　　　目 本年度末 前年度末 増　減

年度消費支出準備金
翌年度繰越消費収入超過額（又は翌年度
繰越消費支出超過額）

5,855,994,283 6,109,964,801 △ 253,970,518

消費収支差額の部合計 5,855,994,283 6,109,964,801 △ 253,970,518

科　　　　目 本年度末 前年度末 増　減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額
の部合計

29,477,599,244 29,438,240,775 39,358,469

資産の部

負債の部

基本金の部

消費収支差額の部

貸　借　対　照　表

平成26年3月31日

（単位:円）



科　目 具体的な勘定科目の説明

学生生徒納付金収入 授業料、入学金、実験実習料等の納付金収入

手数料収入 入学検定料、追試験等の試験料、在学・卒業証明等発行のため徴収する収入

寄付金収入 用途指定のある寄付、用途指定のない寄付で現物寄付金を除く金銭の寄付金収入

補助金収入

　国庫補助金収入 国及び日本私学振興・共済事業団からの補助金収入

　地方公共団体補助金収入 都道府県、市区町村からの補助金収入

　その他補助金収入 その他の補助金収入

資産運用収入 奨学基金運用、受取利息・配当金、施設設備利用料の収入

資産売却収入 固定資産の売却に伴う収入

事業収入 収益事業、公開講座受講料等の教育活動収入

雑収入 退職金財団交付金収入、固定資産に含まれない物品の売却、その他雑収入

借入金等収入 長期・短期借入金、学校債の収入

前受金収入 翌年度入学の学生等に係る授業料、入学金等の納付金収入

その他の収入 上記各収入以外(預り金、立替金、仮受金等)の収入

資金収入調整勘定 期末未収入、前期末前受金等の調整額

前年度繰越支払資金 前年度末に次年度繰越支払資金の額

収入の部合計

支出の部

科　目 具体的な勘定科目の説明

人件費支出 教員・職員の人件費、退職金の支出

教育研究経費支出 教育研究のために支出する経費

管理経費支出 教育研究経費以外の経費支出

借入金等返済支出 借入金の返済、学校債返済に要した費用の支出

施設関係支出 土地、建物、構築物等の取得に伴う費用の支出

設備関係支出 教育研究用機器備品、その他の機器備品、図書等の購入代金の等の支出

資産運用支出 退職給与引当特定預金への繰入及び３号基本金に係る預金等への支出

その他の支出 いずれの科目にも含まれない資産、負債の増加または減少をもたらす支出

[ 予 備 費 ] 予算外に臨時支出に備えた予備費支出

資金支出調整勘定 期末未払金、前期末前払金等の調整額

次年度繰越支払資金 翌年度へ繰り越す現預金額

支出の部合計

収入の部

資金収支計算書　勘定科目の説明

※勘定科目の説明



＜総括表＞ （単位　円）

科　　　　　目 予　　　　算 決　　　　算 差　　　　異

学生生徒等納付金収入 3,398,584,000 3,432,685,063 △ 34,101,063

手数料収入 31,326,000 32,041,348 △ 715,348

寄付金収入 141,291,000 139,381,066 1,909,934

補助金収入 662,252,000 691,591,984 △ 29,339,984

　国庫補助金収入 73,000,000 86,316,000 △ 13,316,000

　地方公共団体補助金収入 579,524,000 594,924,784 △ 15,400,784

　授業料等軽減県補助金収入 9,728,000 10,351,200 △ 623,200

資産運用収入 23,727,000 26,167,839 △ 2,440,839

資産売却収入 0 0 0

事業収入 24,071,000 23,684,376 386,624

雑収入 181,470,000 166,843,938 14,626,062

借入金等収入 18,950,000 24,200,000 △ 5,250,000

前受金収入 709,418,000 712,129,766 △ 2,711,766

その他の収入 148,492,000 159,069,025 △ 10,577,025

資金収入調整勘定 △ 955,930,000 △ 927,050,198 △ 28,879,802

前年度繰越支払資金 8,594,133,000 8,594,132,700 300

収入の部合計 12,977,784,000 13,074,876,907 △ 97,092,907

科　　　　　目 予　　　　算 決　　　　算 差　　　　異

人件費支出 3,151,078,200 3,068,531,190 82,547,010

教育研究経費支出 742,061,000 685,316,400 56,744,600

管理経費支出 351,636,000 304,738,337 46,897,663

借入金等返済支出 25,400,000 25,350,000 50,000

施設関係支出 125,744,000 102,754,044 22,989,956

設備関係支出 83,286,568 66,940,402 16,346,166

資産運用支出 467,783,000 466,956,799 826,201

その他の支出 74,300,000 117,777,312 △ 43,477,312

(    11,472,768)
90,327,232 90,327,232

資金支出調整勘定 △ 60,861,000 △ 64,374,046 3,513,046

次年度繰越支払資金 7,927,029,000 8,300,886,469 △ 373,857,469

支出の部合計 12,977,784,000 13,074,876,907 △ 97,092,907

法人名：学校法人清泉女学院

〔予備費〕

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



科　　目

学生生徒納付金

手数料

寄付金

補助金

　国庫補助金

　地方公共団体補助金

　その他補助金

資産運用収入

資産売却差額

事業収入

雑収入

帰属収入合計

基本金組入額合計

消費収入の部合計

科　　目

人件費

教育研究経費

管理経費

借入金等利息

資産処分差額

徴収不能引当金繰入額（又は徴
収不能額）

[　予　備　費　]

消費支出の部合計

当年度消費収入超過額（又は消
費支出超過額）

前年度繰越消費収入超過額（又
は前年度繰越消費支出超過額）

基本金取崩額

翌年度繰越消費収入超過額（又
は翌年度繰越消費支出超過額）

前年度までの収入または支出超過額の累計額

当年度消費収入・支出額と前年度繰越消費収入・支出額の合計

資金収支計算書記載科目を参照

学生生徒等納付金等が徴収不能になって引当残高を超えた場合の額

消費収入の部合計から消費支出の部合計を差引いた額

具体的な勘定科目の説明

資金収支計算書記載科目のほか、退職給与引当金繰入額の支出

資金収支計算書記載科目のほか、減価償却額の支出

資金収支計算書記載科目のほか、減価償却額の支出

資金収支計算書記載科目を参照

資金収支計算書記載科目を参照

資金収支計算書記載科目のほか、退職給与引当金戻入額

帰属収入合計から基本金組入額合計を差引いた金額

消費収支計算書　勘定科目の説明

消費収入の部

消費支出の部

※勘定科目の説明

具体的な勘定科目の説明

資金収支計算書記載科目を参照

資金収支計算書記載科目を参照

資金収支計算書記載科目のほか、現物で寄付を受けた場合の額。

資金収支計算書記載科目を参照

資金収支計算書記載科目を参照

資金収支計算書記載科目を参照

資金収支計算書記載科目を参照

資金収支計算書記載科目を参照

不動産、有価証券、その他の資産の売却差額



 

＜総括表＞ （単位　円）

科　　　　　目 予　　　　算 決　　　　算 差　　　　異

学生生徒等納付金 3,398,584,000 3,432,685,063 △ 34,101,063

手数料 31,326,000 32,041,348 △ 715,348

寄付金 141,341,000 139,974,129 1,366,871

補助金 662,252,000 691,591,984 △ 29,339,984

　国庫補助金 73,000,000 86,316,000 △ 13,316,000

　地方公共団体補助金 579,524,000 594,924,784 △ 15,400,784

　授業料等軽減県補助金 9,728,000 10,351,200 △ 623,200

資産運用収入 23,727,000 26,167,839 △ 2,440,839

資産売却差額 0 0 0

事業収入 24,071,000 23,684,376 386,624

雑収入 181,470,000 166,843,938 14,626,062

帰属収入合計 4,462,771,000 4,512,988,677 △ 50,217,677

基本金組入額 △ 314,530,000 △ 288,337,260 △ 26,192,740

消費収入の部合計 4,148,241,000 4,224,651,417 △ 76,410,417

科　　　　　目 予　　　　算 決　　　　算 差　　　　異

人件費 3,188,664,200 3,105,595,682 83,068,518

教育研究経費 1,093,362,000 1,035,543,401 57,818,599

管理経費 390,831,000 342,882,721 47,948,279

資産処分差額 7,257,000 8,946,177 △ 1,689,177

徴収不能額 6,185,000 5,173,500 1,011,500

（ 10,409,200）
91,390,800 91,390,800

消費支出の部合計 4,777,690,000 4,498,141,481 279,548,519

当年度消費支出超過額 △ 629,449,000 △ 273,490,064

前年度繰越消費収入超過額 6,109,964,000 6,109,964,801

基本金取崩額 16,643,000 19,519,546

翌年度繰越消費収入超過額 5,497,158,000 5,855,994,283

〔予備費〕

消費収入の部

消費支出の部

法人名：学校法人清泉女学院

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



監 査 報 告 書 
 

平成２６年５月２３日 
学校法人 清泉女学院 

理事会 御中 
 

監 事   中 村   健 
 

監 事   山 本   寛 
 
 
 私たち監事は、学校法人清泉女学院の平成２５年度（平成２５年４月１日から平成２６

年３月３１日まで）の業務及び財産の状況を監査しました。私立学校法第３７条第３項第

３号の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査の方法の概要 
   私たち監事は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べ、理事等から事業の報告

を聴取し、また主に法人本部において業務及び財産の状況を調査の上、財産目録、貸

借対照表、収支計算書及び事業報告書につき検討しました。 
 
２．監査結果 
 
（１）会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、財産目録、貸借対照表、収支計算書

の記載と合致しているものと認めます。 
 
（２）財産目録は、法令及び寄附行為に従い、記載されたすべての事項が事実に基づいて

おり、財産の状態を正しく示しているものと認めます。 
 
（３）貸借対照表及び収支計算書は、学校法人会計基準に準拠して経営状況及び財政状態

を正しく示しているものと認めます。 
 
（４）事業報告書は、法令及び寄附行為に従い、学校法人状況を正しく示しているものと

認めます。 
 
（５）所轄庁または理事会及び評議員会に報告すべき、学校法人の業務または財産に関す

る不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。 
 

以 上 



監 査 報 告 書 
 

平成２６年５月２３日 
学校法人 清泉女学院 

評議員会 御中 
 

監 事   中 村   健 
 

監 事   山 本   寛 
 
 
 私たち監事は、学校法人清泉女学院の平成２５年度（平成２５年４月１日から平成２６

年３月３１日まで）の業務及び財産の状況を監査しました。私立学校法第３７条第３項第

３号の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査の方法の概要 
   私たち監事は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べ、理事等から事業の報告

を聴取し、また主に法人本部において業務及び財産の状況を調査の上、財産目録、貸

借対照表、収支計算書及び事業報告書につき検討しました。 
 
２．監査結果 
 
（１）会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、財産目録、貸借対照表、収支計算書

の記載と合致しているものと認めます。 
 
（２）財産目録は、法令及び寄附行為に従い、記載されたすべての事項が事実に基づいて

おり、財産の状態を正しく示しているものと認めます。 
 
（３）貸借対照表及び収支計算書は、学校法人会計基準に準拠して経営状況及び財政状態

を正しく示しているものと認めます。 
 
（４）事業報告書は、法令及び寄附行為に従い、学校法人状況を正しく示しているものと

認めます。 
 
（５）所轄庁または理事会及び評議員会に報告すべき、学校法人の業務または財産に関す

る不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。 
 

以 上 
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