
令和２年５月28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 1,296,000 1,302,610 △6,610 

手数料収入 24,600 26,006 △1,406 

寄付金収入 0 4,280 △4,280 

補助金収入 110,200 92,357 17,843 

資産売却収入 0 266 △266 

付随事業・収益事業収入 500 1,294 △794 

受取利息・配当金収入 80,000 86,916 △6,916 

雑収入 29,000 41,428 △12,428 

借入金等収入 0 0 0 

前受金収入 690,000 716,565 △26,565 

その他の収入 180,000 154,264 25,736 

資金収入調整勘定 △717,000 △729,549 12,549 

当年度資金収入合計 1,693,300 1,696,438 △3,138 

前年度繰越支払資金 1,362,000 1,222,171 

収入の部合計 3,055,300 2,918,609 136,691 

（支出の部）

科　　　目 予　算 決　算 差　異

人件費支出 766,000 747,278 18,722 

(教･職員人件費･役員報酬) (743,000) (715,851) (27,149)

(退職金支出) (23,000) (31,427) (△8,427)

教育研究経費支出 530,000 513,512 16,488 

管理経費支出 168,000 156,101 11,899 

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 90,000 46,266 43,734 

設備関係支出 172,000 124,182 47,818 

資産運用支出 0 0 0 

その他の支出 36,500 60,350 △23,850 

予備費 15,000 15,000 

資金支出調整勘定 △146,500 △133,510 △12,990 

当年度資金支出合計 1,631,000 1,514,178 116,822 

翌年度繰越支払資金 1,424,300 1,404,431 19,869 

支出の部合計 3,055,300 2,918,609 136,691 

当年度資金収支差額 62,300 182,259 △119,959 

令和元年度決算の概要

平成31年４月１日から
令和２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)の令和元年度決算について、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、差異等及び比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 1,302,610

 手数料収入 26,006

 特別寄付金収入 1,780

 経常費等補助金収入 92,357

 付随事業収入 1,294

 雑収入 41,428

 教育活動資金収入計 1,465,475

 人件費支出 747,278

 教育研究経費支出 513,512

 管理経費支出 156,101

 教育活動資金支出計 1,416,891

 差引 48,585

 調整勘定等 9,770

 教育活動資金収支差額 58,355

金　　　　額

 施設設備寄付金収入 2,500

 施設設備売却収入 266

 施設設備維持引当特定資産取崩収入 106,000

 施設整備等活動資金収入計 108,766

 施設関係支出 46,266

 設備関係支出 124,182

 施設整備等活動資金支出計 170,448

 差引 △61,682

 調整勘定等 88,285

 施設整備等活動資金収支差額 26,603

 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） 84,957

金　　　　額

 預り金受入収入 11,491

 立替金回収収入 377

 　小計 11,868

 受取利息・配当金収入 86,916

 その他の活動資金収入計 98,784

 前受金返金支出 1,483

 　小計 1,483

 その他の活動資金支出計 1,483

 差引 97,302

 調整勘定等 0

 その他の活動資金収支差額 97,302

 支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 182,259

 前年度繰越支払資金 1,222,171

 翌年度繰越支払資金 1,404,431
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　活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書　
平成31年４月１日から
令和２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 1,296,000 1,302,610 △6,610 

手数料 24,600 26,006 △1,406 

寄付金 0 1,816 △1,816 

経常費等補助金 110,200 92,357 17,843 

付随事業収入 500 1,294 △794 

雑収入 29,000 41,428 △12,428 

教育活動収入計 1,460,300 1,465,511 △5,211 

事業活動支出

人件費 788,000 766,264 21,736 

（退職給与引当金繰入額） (44,000) (49,413) (△5,413)

教育研究経費 715,000 704,745 10,255 

（減価償却額） (185,000) (191,198) (△6,198)

管理経費 192,000 181,042 10,958 

（減価償却額） (24,000) (24,941) (△941)

徴収不能額等 1,000 1,018 △18 

教育活動支出計 1,696,000 1,653,069 42,931 

教育活動収支差額 △235,700 △187,558 △48,142 

教育活動外収支

教育活動外収入計 80,000 86,916 △6,916 

教育活動外支出計 0 0 0 

教育活動外収支差額 80,000 86,916 △6,916 

経常収支差額 △155,700 △100,642 △55,058 

特別収支

特別収入計 500 4,045 △3,545 

(施設設備寄付金) (0) (2,500) (△2,500)

特別支出計 1,000 893 107 

(設備処分差額) (1,000) (893) (107)

特別収支差額 △500 3,152 △3,652 

予備費 15,000 15,000 

基本金組入前当年度収支差額 △171,200 △97,490 △73,710 

基本金組入額合計 △130,000 △28,136 △101,864 

当年度収支差額 △301,200 △125,626 △175,574 

前年度繰越収支差額 △1,040,000 △942,679 △97,321 

翌年度繰越収支差額 △1,341,200 △1,068,304 △272,896 

事業活動収入計 1,540,800 1,556,472 △15,672 

事業活動支出計 1,712,000 1,653,962 58,038 

事業活動収支差額比率(注1) △11.1% △6.3% △4.8%

(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31年４月１日から
令和２年３月31日まで

科　　　目



(単位：千円)

資産の部

科　　　　目 令和元年度末 平成30年度末 増　減

固定資産 10,824,350 10,975,655 △151,305

　有形固定資産 6,342,749 6,388,067 △45,319

　　土地 2,152,438 2,152,438 0

　　建物 3,559,919 3,670,994 △111,076

　　その他の有形固定資産 630,392 564,635 65,757

　特定資産 4,413,250 4,519,250 △106,000

　　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 3,604,000 3,604,000 0

　　施設設備維持引当特定資産 294,000 400,000 △106,000

　その他の固定資産 68,351 68,338 14

流動資産 1,438,569 1,259,769 178,800

　現金預金 1,404,431 1,222,171 182,259

　その他の流動資産 34,138 37,597 △3,459

資産の部合計 12,262,919 12,235,424 27,495

負債の部

科　　　　目 令和元年度末 平成30年度末 増　減

固定負債 314,056 245,337 68,720

　長期借入金 0 0 0

　その他の固定負債 314,056 245,337 68,720

流動負債 845,752 789,487 56,265

　短期借入金 0 0 0

　その他の流動負債 845,752 789,487 56,265

負債の部合計 1,159,808 1,034,824 124,984

純資産の部

科　　　　目 令和元年度末 平成30年度末 増　減

基本金 12,171,414 12,143,278 28,136

　第１号基本金 11,552,164 11,524,028 28,136

　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 △1,068,304 △942,679 △125,626

　翌年度繰越収支差額 △1,068,304 △942,679 △125,626

純資産の部合計 11,103,110 11,200,600 △97,490

負債及び純資産の部合計 12,262,919 12,235,424 27,495

貸   借   対   照   表

令和２年３月31日



Ⅰ　資産総額 12,262,919 千円

基本財産 10,735,841 千円

運用財産 1,527,079 千円

Ⅱ　負債総額 1,159,808 千円

Ⅲ　正味財産 11,103,110 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 ㎡ 3,559,919 千円

図書 125,033   冊 395,303 千円

教具・校具・備品 7,251   点 156,887 千円

その他 4,471,294 千円

２　運用財産

現金預金 1,404,431 千円

その他 122,648 千円

総 資 産 額 12,262,919 千円

負債額

１　固定負債

長期借入金 0 千円

その他 314,056 千円

２　流動負債

短期借入金 0 千円

その他 845,752 千円

負 債 総 額 1,159,808 千円

正味財産（資産総額－負債総額） 11,103,110 千円

区　　　　分 金　　　額

財   産   目   録

令和２年３月31日


