
＜総括表＞ （単位　円）

科　　　　　目 本 年 度 末 前 年 度 末 増　　　　減

固定資産 8,193,764,877 6,811,406,869 1,382,358,008

　有形固定資産 7,127,703,314 6,013,394,777 1,114,308,537

　その他の固定資産 1,066,061,563 798,012,092 268,049,471

流動資産 2,581,271,237 2,975,191,716 △ 393,920,479

資産の部合計 10,775,036,114 9,786,598,585 988,437,529

科　　　　　目 本 年 度 末 前 年 度 末 増　　　　減

固定負債 2,368,352,250 1,577,429,650 790,922,600

流動負債 1,783,681,632 1,423,393,425 360,288,207

負債の部合計 4,152,033,882 3,000,823,075 1,151,210,807

科　　　　　目 本 年 度 末 前 年 度 末 増　　　　減

基本金 7,081,598,404 6,604,170,343 477,428,061

　　　第１号基本金 6,915,356,404 6,437,928,343 477,428,061

　　　第４号基本金 166,242,000 166,242,000 0

繰越収支差額 △ 458,596,172 181,605,167 △ 640,201,339

純資産の部合計 6,623,002,232 6,785,775,510 △ 162,773,278

負債及び純資産の部合計 10,775,036,114 9,786,598,585 988,437,529

純資産の部

貸　借　対　照　表
 

平成　31　年　3　月　31　日

資産の部

負債の部



         

 
平成 30年度決算の注記事項 
 
1. 重要な会計方針 

 
(1)  引当金の計上基準 
・徴収不能引当金 
金銭債権の徴収不能に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴

収不能見込額を計上する。 
・退職給与引当金 
退職金の支給に備えるため、期末要支給額 115,999,600円の 100%を基にして、私立
学校退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金

額を計上している。なお、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について」（平

成 23年 2月 17日付け 22高私参第 11号文部科学省高等教育局私学部参事官通知）に基
づく変更時差異 9,899,300円については、平成 23年度から 10年で毎年均等に繰り入れ
ている。 

 
(2)  その他の重要な会計方針 
・有価証券の評価基準及び評価方法 
移動平均法による原価法によっている。 

・預り金、仮受金、仮払金、立替金、前払金に係る収入と支出は、総額にて表示している。 
・その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法等 
附属活動事業、補助活動に係る収入と支出は、総額にて表示している。 
 

2. 重要な会計方針の変更等      該当事項なし。 
 
3. 減価償却額の累計額の合計額    1,521,843,943円 

 
4. 徴収不能引当金の合計額        172,400,000円 

 
5. 担保に供されている資産の種類及び額 

土地 1,527,285,490円 
建物 2,264,122,885円 
 

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 
第 1号基本金未組入高     1,756,316,620円  

 
7. 該当会計年度の末日において第 4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策  

第 4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。 
 
 
 
 
 



 
 
 
8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 
（1）有価証券の時価情報 

① 総括表 
（単位：円） 

種類 
当年度（平成 31年 3月 31日） 

貸借対照表上額 時価 差額 

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 0  0  0  
（うち満期保有目的の債券） （     0） （     0） （    0） 
時価が貸借対照表計上額を超えないもの 150,000,000  150,000,000  0  
（うち満期保有目的の債券） （150,000,000） （150,000,000） （    0） 

合計 150,000,000  150,000,000  0  
（うち満期保有目的の債券） （150,000,000） （150,000,000） （    0） 

時価のない有価証券 46,766,001  
 

有価証券合計 196,766,001  
 

② 明細表 
（単位：円） 

種類 
当年度（平成 31年 3月 31日） 

貸借対照表上額 時価 差額 

債券 150,000,000 150,000,000 0 
株式 0 0 0 
投資信託 0 0 0 
貸付信託 0 0 0 
その他 0 0 0 

合計 150,000,000 150,000,000 0 
時価のない有価証券 46,766,001 

 
有価証券合計 196,766,001 

 
（2）デリバティブ取引 

     デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

対象物 種類 
当年度（平成 31年 3月 31日） 

契約額等 契約額等の 
うち１年超 時価 評価損益 

金利スワップ取引 受取変動・支払固定 300,000,000 300,000,000 △3,880,418 △3,880,418 

金利スワップ取引 受取変動・支払固定 222,908,000 222,908,000 △2,397,264 △2,397,264 

合計 522,908,000 522,908,000 △6,277,682 △6,277,682 

    （注）時価の算定方法 

        金利スワップ取引･･･取引金融機関から提示された価格によっている。  



（3）学校法人の出資による会社に係る事項 
 

名称 オリエントメディカルサービス株式会社 
事業内容 介護事業全般・柔整・鍼灸治療院経営 
資本金 70,000,000円 1,400株  
学校法人の出資状況 70,000,000円 1,400株 当該会社の株式等に占める割合 100% 
出資の状況 平成17年7月 1日3,000,000円 60株 

平成17年8月27日67,000,000円 1,340株 
当期中に学校法人が受

け入れた配当及び寄付

の金額並びに学校法人

との資金、取引等の状

況 

（単位：円） 

当該会社より受入額 

貸付金利息 360,688 

  

  

  

合計 360,688 

 

当該会社への支払額 

賃借料 15,503,026 

光熱水費 1,167,240 

報酬手数料 14,541,864 

  

合計 31,212,130 

 
 期首残高 資金支出等 資金収入等 期末残高 

当該会社への出資金等 70,000,000 0 0 70,000,000 

当該会社への貸付金 38,900,000 0 6,000,000 32,900,000 

  
保証債務 該当なし 

 
名称 全柔協ＦＣ株式会社 
事業内容 貸金業法に基づく金銭の貸付業、帳簿記帳代行業務 
資本金 50,000,000円 1,000株 
学校法人の出資状況 45,000,000円 900株 当該会社の総株式等に占める割合 90.0% 
出資の状況 平成20年1月10日 35,000,000円 700株 

平成29年12月4日 10,000,000円 200株 
当期中に学校法人が受

け入れた配当及び寄付

の金額並びに学校法人

との資金、取引等の状

況 

（単位：円） 
当該会社へ債権譲受額等 

 

貸付債権・利息債権 344,487,418 

取り纏め手数料支払 5,512,582 

合計 350,000,000 

 
 期首残高 資金支出等 資金収入等 期末残高 

当該会社への出資金等 45,000,000 0 0 45,000,000 

  
保証債務 該当なし 

 
 



 
（4）偶発債務 

下記について債務保証を行っている。 
学校法人札幌青葉学園の銀行借入金  690,284,000円 
医療法人美和会の銀行借入金       183,165,000円 

   
（5）所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① 平成 21年 4月 1日以降に開始した取引 
リース物件の種類 リース料総額 未経過リース料期末残高 
教育研究用機器備品 37,574,112円 14,258,846円 
その他の機器備品 7,785,072円 6,009,444円 
車輛 7,348,320円 6,362,820円 

合計 52,707,504円 26,631,110円 
 

② 平成 21年 3月 31日以前に開始したリース取引 
リース資産の種類 リース料総額 未経過リース料期末残高 
教育研究用機器備品 0円 0円 
その他の機器備品 0円 0円 

合計 0円 0円 
 

（6）関連当事者との取引 
（単位：円） 

属性 役員･法人等

の名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

事業の

内容又

は職業 

議決権

の所有

割合 

関係内容 
取引の内容 取引金額 勘定科目 期末残高 役員の

兼任等 
事業上

の関係 

理事長  
 
― 

 
― 

 
― 

 
― 
 

 
― ― 

当法人の銀行借

入に対する被保

証（注 1） 
2,412,330,000 ― ― 

理事  ― ― ― ― ― ― 資金の貸付 
（注 2） ―   貸付金 30,356,000 

理事長及び職員

等が理事の過半

数を占めている

学校法人 

学校法人 
日本医科学

総合学院 

東京都 
荒川区 ― ― ― 兼任 

4人 ― 資金の貸付 
（注 2） 50,000,000 貸付金 100,000,000 

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社 

HEISEI 
IRYO 
GAKUEN 
USA,LCC  

アメリカ 
ハワイ州 

4,211,313 
US$ 

不動産

賃貸業 ― 兼任 
2人 ― 

資金の貸付 
（注 2） ― 貸付金 322,795,500 

― ― 未収入金 21,691,918 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注 1）銀行借入に対して債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っていない。 

（注 2）利率は、1.0%である。 

 

（7）退職給与引当金の計上 

退職給与引当金特別繰入額の累計額は 7,919,440円、繰入年数は 10年、経過処理年数は 
8年である。 

 
 
 
 
 
 



 
（8）学校法人間の取引 

学校法人間取引の内容は、次の通りである。 
（単位：円） 

学校法人名 住所 取引の内容 取引金額 勘定科目 期末残高 関連当事者 

学校法人 
札幌青葉学園 

北海道 
札幌市 

債務保証 
（注 1） 

― ― 690,284,000 ― 

学校法人 
日本医科学総合

学院 

東京都 
荒川区 

資金の貸付 
（注 2） 

50,000,000 貸付金 100,000,000 〇 

学校法人 
河合塾学園 

名古屋市 
運営損失補填 
 (注 3) 

 186,254,819 未払金 186,254,819 － 

 

（注１） 札幌青葉学園のりそな銀行借入（386,075,000円最終期限：令和 8年 10月、304,209,000円最終期限 

：令和元年 10月に延長）につき、債務保証を行ったものである。保証料は受領していない。 

（注２） 金銭消費貸借契約書を締結し、利率は 1.0％である。なお担保は受け入れていない。 

（注３） 学校事業譲渡契約書に基づき、平成 30年度の管理運営経費を補填している。 


