
平成28年５月26日

（収入の部） (単位：千円)

科　　　目 予　算 決　算 差　異

学生生徒等納付金収入 1,266,000 1,265,635 365 

手数料収入 22,100 21,557 543 

寄付金収入 800 800 0 

補助金収入 155,100 155,396 △296 

資産売却収入 0 0 0 

付随事業・収益事業収入 100 372 △272 

受取利息・配当金収入 70,000 76,141 △6,141 

雑収入 24,000 24,131 △131 

借入金等収入 0 0 0 

前受金収入 652,500 679,507 △27,007 

その他の収入 55,000 55,097 △97 

資金収入調整勘定 △694,000 △688,594 △5,406 

当年度資金収入合計 1,551,600 1,590,041 △38,441 

前年度繰越支払資金 1,360,093 1,360,093 0 

収入の部合計 2,911,693 2,950,134 △38,441 

（支出の部）

科　　　目 予　算 決　算 差　異

人件費支出 713,500 702,653 10,847 

(教･職員人件費･役員報酬) (696,500) (686,069) (10,431)

(退職金支出) (17,000) (16,585) (416)

教育研究経費支出 458,580 429,891 28,689 

管理経費支出 145,100 138,901 6,199 

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 91,000 89,330 1,670 

設備関係支出 73,000 70,763 2,237 

資産運用支出 70,000 70,100 △100 

その他の支出 47,300 49,511 △2,211 

予備費 15,000 0 15,000 

資金支出調整勘定 △63,200 △65,004 1,804 

当年度資金支出合計 1,550,280 1,486,146 64,134 

翌年度繰越支払資金 1,361,413 1,463,988 △102,576 

支出の部合計 2,911,693 2,950,134 △38,441 

当年度資金収支差額 1,320 103,896 △102,576 

平成28年度決算の概要

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

資 金 収 支 計 算 書

　なお、本法人は、学校法人会計基準（昭和46年４月１日文部省令第18号）に従い作成し
ており、様式は補助金交付の観点からの表示区分となっている。

　学校法人新潟平成学院(新潟国際情報大学)の平成28年度決算について、資金収支計算書、
事業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録の概要は、次のとおりである。

(注) 下記の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計、増減及び増減率の数値が計算上一致
　　 しない場合がある。



(単位：千円)

金　　　　額

 学生生徒等納付金収入 1,265,635

 手数料収入 21,557

 特別寄付金収入 800

 経常費等補助金収入 141,710

 付随事業収入 372

 雑収入 24,131

 教育活動資金収入計 1,454,205

 人件費支出 702,653

 教育研究経費支出 429,891

 管理経費支出 138,901

 教育活動資金支出計 1,271,445

 差引 182,760

 調整勘定等 51,428

 教育活動資金収支差額 234,188

金　　　　額

 施設設備補助金収入 13,686

 施設整備等活動資金収入計 13,686

 施設関係支出 89,330

 設備関係支出 70,763

 減価償却引当特定資産繰入支出 70,000

 施設整備等活動資金支出計 230,093

 差引 △216,407

 調整勘定等 14,492

 施設整備等活動資金収支差額 △201,915

 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） 32,273

金　　　　額

立替金回収収入 104

 　小計 104

 受取利息・配当金収入 76,141

 その他の活動資金収入計 76,244

出資金支払支出 100

預り金支払支出 3,448

 　小計 3,548

 その他の活動資金支出計 3,548

 差引 72,696

 調整勘定等 △1,073

 その他の活動資金収支差額 71,623

 支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 103,896

 前年度繰越支払資金 1,360,093

 翌年度繰越支払資金 1,463,988
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　活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書　
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
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(単位：千円)

予　算 決　算 差　異

教育活動収支

事業活動収入

学生生徒等納付金 1,266,000 1,265,635 365 

手数料 22,100 21,557 543 

寄付金 1,000 2,650 △1,650 

経常費等補助金 141,100 141,710 △610 

付随事業収入 100 372 △272 

雑収入 24,000 24,131 △131 

教育活動収入計 1,454,300 1,456,055 △1,755 

事業活動支出

人件費 741,500 726,075 15,425 

（退職給与引当金繰入額） (45,000) (39,670) (5,330)

教育研究経費 681,580 652,408 29,172 

（減価償却額） (223,000) (222,167) (833)

管理経費 171,100 164,609 6,491 

（減価償却額） (26,000) (25,699) (301)

徴収不能額等 1,300 2,260 △960 

教育活動支出計 1,595,480 1,545,352 50,128 

教育活動収支差額 △141,180 △89,298 △51,882 

教育活動外収支

教育活動外収入計 70,000 76,141 △6,141 

教育活動外支出計 0 0 0 

教育活動外収支差額 70,000 76,141 △6,141 

経常収支差額 △71,180 △13,157 △58,023 

特別収支

特別収入計 15,500 15,283 217 

(施設設備補助金) (14,000) (13,686) (314)

特別支出計 10,000 11,002 △1,002 

(設備処分差額) (10,000) (11,002) (△1,002)

特別収支差額 5,500 4,281 1,219 

予備費 10,000 0 10,000 

基本金組入前当年度収支差額 △75,680 △8,876 △66,804 

基本金組入額合計 △100,000 △97,993 △2,007 

当年度収支差額 △175,680 △106,869 △68,811 

前年度繰越収支差額 △462,266 △462,266 0 

翌年度繰越収支差額 △637,946 △569,135 △68,811 

事業活動収入計 1,539,800 1,547,478 △7,678 

事業活動支出計 1,615,480 1,556,355 59,125 

事業活動収支差額比率(注1) △4.9% △0.5% △4.4%

(注1) 事業活動収支差額比率＝基本金組入前当年度収支差額÷事業活動収入×100

事 業 活 動 収 支 計 算 書
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

科　　　目



(単位：千円)

資産の部

科　　　　目 平成28年度末 平成27年度末 増　減

固定資産 10,967,763 10,993,351 △25,588

　有形固定資産 6,719,958 6,803,777 △83,819

　　土地 2,152,438 2,152,438 0

　　建物 3,916,046 3,992,736 △76,690

　　その他の有形固定資産 651,473 658,603 △7,130

　特定資産 4,165,250 4,095,250 70,000

　　第３号基本金引当特定資産 515,250 515,250 0

　　減価償却引当特定資産 3,650,000 3,580,000 70,000

　その他の固定資産 82,555 94,324 △11,769

流動資産 1,497,907 1,416,275 81,632

　現金預金 1,463,988 1,360,093 103,896

　その他の流動資産 33,918 56,182 △22,264

資産の部合計 12,465,670 12,409,626 56,044

負債の部

科　　　　目 平成28年度末 平成27年度末 増　減

固定負債 213,106 168,096 45,010

　長期借入金 0 0 0

　その他の固定負債 213,106 168,096 45,010

流動負債 758,004 738,094 19,910

　短期借入金 0 0 0

　その他の流動負債 758,004 738,094 19,910

負債の部合計 971,110 906,190 64,920

純資産の部

科　　　　目 平成28年度末 平成27年度末 増　減

基本金 12,063,695 11,965,703 97,993

　第１号基本金 11,444,445 11,346,453 97,993

　第３号基本金 515,250 515,250 0

　第４号基本金 104,000 104,000 0

繰越収支差額 △569,135 △462,266 △106,869

　翌年度繰越収支差額 △569,135 △462,266 △106,869

純資産の部合計 11,494,560 11,503,437 △8,876

負債及び純資産の部合計 12,465,670 12,409,626 56,044

貸   借   対   照   表 

平成29年３月31日



Ⅰ　資産総額 12,465,670 千円

基本財産 10,865,718 千円

運用財産 1,599,950 千円

Ⅱ　負債総額 971,110 千円

Ⅲ　正味財産 11,494,560 千円

資産額

１　基本財産

土地 84,279.16 ㎡ 2,152,438 千円

建物 28,769.92 ㎡ 3,916,046 千円

図書 115,919   冊 371,242 千円

教具・校具・備品 7,424   点 200,782 千円

その他 4,225,210 千円

２　運用財産

現金預金 1,463,988 千円

その他 135,962 千円

総 資 産 額 12,465,670 千円

負債額

１　固定負債

長期借入金 0 千円

その他 213,106 千円

２　流動負債

短期借入金 0 千円

その他 758,004 千円

負 債 総 額 971,110 千円

正味財産（資産総額－負債総額） 11,494,560 千円

区　　　　分 金　　　額

財   産   目   録

平成29年３月31日


