
平成30年５月29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 1,270,000 1,279,900 △9,900 

手数料収入 21,500 27,090 △5,590 

寄付金収入 0 2,800 △2,800 

補助金収入 155,200 65,923 89,277 

資産売却収入 0 0 0 

付随事業・収益事業収入 500 2,331 △1,831 

受取利息・配当金収入 70,000 82,164 △12,164 

雑収入 6,000 12,650 △6,650 

借入金等収入 0 0 0 

前受金収入 651,000 705,400 △54,400 

その他の収入 35,000 33,403 1,597 

資金収入調整勘定 △667,500 △689,953 22,453 

当年度資金収入合計 1,541,700 1,521,707 19,993 

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

収入の部合計 2,903,113 2,985,695 △82,583 

（支出の部）

科　　　目 予　算 決　算 差　異

人件費支出 703,500 710,438 △6,938 

(教･職員人件費･役員報酬) (703,500) (693,662) (9,838)

(退職金支出) (0) (16,776) (△16,776)

教育研究経費支出 422,800 447,209 △24,409 

管理経費支出 135,100 153,294 △18,194 

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 60,000 46,935 13,065 

設備関係支出 88,000 34,191 53,809 

資産運用支出 70,000 70,621 △621 

その他の支出 40,500 49,651 △9,151 

予備費 0 0 0 

資金支出調整勘定 △20,500 △27,998 7,498 

当年度資金支出合計 1,499,400 1,484,341 15,059 

翌年度繰越支払資金 1,403,713 1,501,354 △97,641 

支出の部合計 2,903,113 2,985,695 △82,583 

当年度資金収支差額 42,300 37,366 4,934 

平成29年度決算の概要

平成29年４月１日から
平成30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29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 1,279,900

 手数料収入 27,090

 特別寄付金収入 2,800

 経常費等補助金収入 65,923

 付随事業収入 2,331

 雑収入 12,650

 教育活動資金収入計 1,390,694

 人件費支出 710,438

 教育研究経費支出 447,209

 管理経費支出 153,294

 教育活動資金支出計 1,310,941

 差引 79,752

 調整勘定等 40,860

 教育活動資金収支差額 120,612

金　　　　額

 施設設備補助金収入 0

 施設整備等活動資金収入計 0

 施設関係支出 46,935

 設備関係支出 34,191

 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 151,126

 差引 △151,126

 調整勘定等 △9,947

 施設整備等活動資金収支差額 △161,073

 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） △40,462

金　　　　額

保証金回収収入 40

 　小計 40

 受取利息・配当金収入 82,164

 その他の活動資金収入計 82,204

収益事業元入金支出 621

前受金返金支出 1,980

預り金支払支出 1,591

立替金支払支出 1,698

 　小計 5,890

 その他の活動資金支出計 5,890

 差引 76,314

 調整勘定等 1,513

 その他の活動資金収支差額 77,827

 支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 37,366

 前年度繰越支払資金 1,463,988

 翌年度繰越支払資金 1,501,354
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　活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書　
平成29年４月１日から
平成30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 1,270,000 1,279,900 △9,900 

手数料 21,500 27,090 △5,590 

寄付金 0 3,174 △3,174 

経常費等補助金 141,200 65,923 75,277 

付随事業収入 500 2,331 △1,831 

雑収入 6,000 12,650 △6,650 

教育活動収入計 1,439,200 1,391,068 48,132 

事業活動支出

人件費 719,500 729,638 △10,138 

（退職給与引当金繰入額） (16,000) (26,186) (△10,186)

教育研究経費 639,800 664,821 △25,021 

（減価償却額） (222,000) (217,237) (4,763)

管理経費 161,100 180,152 △19,052 

（減価償却額） (26,000) (26,857) (△857)

徴収不能額等 3,000 1,515 1,485 

教育活動支出計 1,523,400 1,576,126 △52,726 

教育活動収支差額 △84,200 △185,058 100,858 

教育活動外収支

教育活動外収入計 70,000 82,164 △12,164 

教育活動外支出計 0 0 0 

教育活動外収支差額 70,000 82,164 △12,164 

経常収支差額 △14,200 △102,894 88,694 

特別収支

特別収入計 16,000 431 15,569 

(施設設備補助金) (14,000) (0) (14,000)

特別支出計 200 154,827 △154,627 

(減価償却引当特定資産評価差額) (0) (147,120) (△147,120)

特別収支差額 15,800 △154,396 170,196 

予備費 0 0 0 

基本金組入前当年度収支差額 1,600 △257,290 258,890 

基本金組入額合計 △123,000 △46,600 △76,400 

当年度収支差額 △121,400 △303,890 182,490 

前年度繰越収支差額 △637,946 △569,135 △68,811 

翌年度繰越収支差額 △759,346 △873,025 113,679 

事業活動収入計 1,525,200 1,473,662 51,538 

事業活動支出計 1,523,600 1,730,952 △207,352 

事業活動収支差額比率(注1) 0.1% △17.4% 17.5%

(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29年４月１日から
平成30年３月31日まで

科　　　目



(単位：千円)

資産の部

科　　　　目 平成29年度末 平成28年度末 増　減

固定資産 10,720,980 10,967,763 △246,783

　有形固定資産 6,559,104 6,719,958 △160,854

　　土地 2,152,438 2,152,438 0

　　建物 3,798,554 3,916,046 △117,493

　　その他の有形固定資産 608,112 651,473 △43,361

　特定資産 4,088,130 4,165,250 △77,120

　　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 3,572,880 3,650,000 △77,120

　その他の固定資産 73,746 82,555 △8,809

流動資産 1,514,500 1,497,907 16,593

　現金預金 1,501,354 1,463,988 37,366

　その他の流動資産 13,146 33,918 △20,772

資産の部合計 12,235,480 12,465,670 △230,190

負債の部

科　　　　目 平成29年度末 平成28年度末 増　減

固定負債 215,117 213,106 2,011

　長期借入金 0 0 0

　その他の固定負債 215,117 213,106 2,011

流動負債 783,093 758,004 25,089

　短期借入金 0 0 0

　その他の流動負債 783,093 758,004 25,089

負債の部合計 998,210 971,110 27,100

純資産の部

科　　　　目 平成29年度末 平成28年度末 増　減

基本金 12,110,295 12,063,695 46,600

　第１号基本金 11,491,045 11,444,445 46,600

　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 △873,025 △569,135 △303,890

　翌年度繰越収支差額 △873,025 △569,135 △303,890

純資産の部合計 11,237,270 11,494,560 △257,290

負債及び純資産の部合計 12,235,480 12,465,670 △230,190

貸   借   対   照   表 

平成30年３月31日



Ⅰ　資産総額 12,235,480 千円

基本財産 10,627,746 千円

運用財産 1,607,735 千円

Ⅱ　負債総額 998,210 千円

Ⅲ　正味財産 11,237,270 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 ㎡ 3,798,554 千円

図書 118,191   冊 379,739 千円

教具・校具・備品 7,303   点 142,144 千円

その他 4,154,871 千円

２　運用財産

現金預金 1,501,354 千円

その他 106,381 千円

総 資 産 額 12,235,480 千円

負債額

１　固定負債

長期借入金 0 千円

その他 215,117 千円

２　流動負債

短期借入金 0 千円

その他 783,093 千円

負 債 総 額 998,210 千円

正味財産（資産総額－負債総額） 11,237,270 千円

区　　　　分 金　　　額

財   産   目   録

平成30年３月31日


