
Ⅰ　資産総額 金  円

　　内　　1　基　本　財　産 金  円

　　　　　2　運　用　財　産 金  円

［　収益事業用財産　　　　　　　　 金  円］

Ⅱ　負債総額 金  円

［　収益事業用負債　　　　　　　　 金  円］

Ⅲ　正味財産 金  円

財産の状況

〔1〕　資　産

１　 基本財産

（1）土　地

兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町７丁目１番

898,158,000

兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町５丁目14番 5 205,000,000

6

7

12-2 7,858,323

15,954,777

1,208,230,362

兵庫県神戸市東灘区御影山手５丁目19番 120 4,603,500

兵庫県神戸市灘区土山町91番 42

43

41

〃

45 196,190,951

46 1,504,044,160

51 1,325,352,410

8,886,160,441

兵庫県三田市ゆりのき台５丁目43番地 159,951,974
神戸親和女子大学
附属親和幼稚園

159,951,974

10,254,342,777計 78,135.02 78,135.02

校舎敷地 3,004.47 3,004.47

小計 3,004.47 3,004.47

小計 38,238.78 38,238.78

798.09 798.09

〃 4,717.12 4,717.12

23,123.91

運動場

〃 3,835.79 3,835.79

〃

〃 5.23 5.23
5,855,969,420

〃 23,123.91

校舎敷地

92.00 92.00

親和中学校・
親和女子高等学校

277.63 277.63

テニスコート等 〃 5,389.01 5,389.01

228.63

運動場 〃 9,522.94 9,522.94

1,050.00

小計 36,891.77 36,891.77

学生寮敷地
兵庫県神戸市北区山田町小部字向井谷21　 849.07 849.07

兵庫県神戸市北区山田町小部字向井谷12-1 1,050.00

228.63

1,187.00 1,187.00

課外活動施設敷地 〃 411.00 411.00

神戸親和女子大学

体育館敷地 〃 4,271.80 4,271.80

学生会館敷地 〃

81,259,262
〃 208.84 208.84

学生寮敷地（玉結寮） 1,258.23 1,258.23

学生寮敷地
（国際交流寮）

〃

財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類

財　　　 産　　　 目 　　　録
（2021年3月31日現在）

19,265,294,407

17,638,662,808

金　　額
　　　　　　　　　　　　円

備　考
     専 用  ㎡    と共用 ㎡     専 用  ㎡

校舎敷地 17,904.26 17,904.26

種　別 所　　　在　　　地
新設校 既設校 既設校 計

　　　　㎡

1,626,631,599

0

3,284,289,287

0

15,981,005,120
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（2）建　物

神戸親和女子大学
253,431,408

神戸親和女子大学
38,540,439

神戸親和女子大学
221,570,954

神戸親和女子大学
279,648,113

神戸親和女子大学
168,916,451

神戸親和女子大学
118,793,563

神戸親和女子大学
203,253,549

神戸親和女子大学
19,484,568

神戸親和女子大学
173,121,381

神戸親和女子大学
1,108,945,426

神戸親和女子大学
178,475,770

神戸親和女子大学
54,793,977

神戸親和女子大学
368,840,150

神戸親和女子大学
108,495,960

神戸親和女子大学
85,031,904

神戸親和女子大学
2,133,368

神戸親和女子大学
507,652

神戸親和女子大学
584,148

神戸親和女子大学
299,027

神戸親和女子大学
112,651,688

1,698,323,391

1,500,325

1,500,325

157,848,975

157,848,975

計 57,438.08 57,438.08 5,356,692,512

小計 1,377.24 1,377.24

神戸親和女子大学
附属親和幼稚園鋼板葺２階建 1,377.24 1,377.24

1,701,324,041

校　　舎 兵庫県三田市ゆりのき台５丁目４３番地
鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ

小計 23,600.96 23,600.96

親和中学校・
親和女子高等学校〃 10.36 10.36

守衛室(2) 〃
〃

親和中学校・
親和女子高等学校平屋建 10.36 10.36

親和中学校・
親和女子高等学校23,580.24 23,580.24

守衛室(1) 〃
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

3,497,519,496

校　　舎 兵庫県神戸市灘区土山町９１番地４１
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

５階建

437.36

小計 32,459.88 32,459.88

47.19 47.19

学生寮 神戸市北区鈴蘭台北町５丁目14-6，14-7 鉄骨造陸屋根
437.36

92.76 92.76

学生寮建物 神戸市北区山田町小部字向井谷21-3 木造瓦葺平屋建

鋼板葺平屋建 80.49 80.49

学生寮建物 神戸市北区山田町小部字向井谷21-2 木造瓦葺平屋建

学生寮建物
神戸市北区山田町小部字向井谷21-1（附
属含む）

木造瓦及びﾒｯｷ
平屋建 43.33 43.33

守衛室
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町
７丁目１番地

〃
３階建 車庫付 1,267.12 1,267.12

学生寮
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町
５丁目１４番地５

〃
３階建 1,162.14 1,162.14

クラブ部室 〃
〃

地下1階付３階建 3,780.84 3,780.84
学生会館 〃

〃
２階建 1,811.21 1,811.21

体 育 館 〃
〃

４階建 2,739.76 2,739.76
図 書 館 〃

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
〃 3,310.69 3,310.69

親和アリーナ 〃
〃

119.50 119.50

校舎
(ラーニングコモンズ)

〃
鉄骨造合金ﾒｯｷ
鋼板ぶき2階建 724.86 724.86

1,338.44

校舎
(子育て支援センター)

〃
鉄骨造合金ﾒｯｷ
鋼板ぶき平屋建

校舎(６号館) 〃
〃
〃 1,338.44

３階建 1,263.38 1,263.38

1,281.86 1,281.86

校舎(５号館) 〃
〃

2,194.92 2,194.92

校舎(４号館) 〃
〃

２階建

地下1階付３階建 1,089.37 1,089.37

校舎(３号館) 〃
〃

３階建

1,212.17 1,212.17

校舎(新２号館) 〃
〃

8,462.49 8,462.49

校舎(２号館) 〃
〃

３階建

校舎(１号館) 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町７丁目１番地
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
地下1階付6階建

既設校 計
　　　　㎡

金　　額
　　　　　　　　　　　　円

備　考
     専 用  ㎡    と共用 ㎡     専 用  ㎡

種　別 所　　　在　　　地 構　造
新設校 既設校
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（3）構築物

円

（4）機器備品

ア　教育研究用機器備品

数　量 点 円

2,937

2,937

2,254 親和中学校・親和女子高等学校

2,254

95 神戸親和女子大学附属親和幼稚園

95

5,286

イ　管理用機器備品

数　量 点 円

146

146

34

34

14

14

194計 23,506,168

器具備品 4,988,932 親和学園法人

小計 4,988,932

器具備品 4,269,870 親和中学校・親和女子高等学校

小計 4,269,870

備　　　考

器具備品 14,247,366 神戸親和女子大学

小計 14,247,366

計 303,453,552

名称又は種類 金　　額

器具備品 10,606,912

小計 10,606,912

小計 141,121,159

器具備品 151,725,481

小計 151,725,481

名称又は種類 金　　額 備　　　考

器具備品 141,121,159 神戸親和女子大学

1

小計 4,117,097

計 171,709,297

神戸親和女子大学附属親和幼稚園

門塀･擁壁(門塀、ﾌｪﾝｽ他) 325,360

舗装道路関係(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装､ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装他) 2

競技・遊技場(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ､砂場､足洗場) 3,791,733

その他(排水関係､ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ給水設備)

15,176,895

その他(排水関係､ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ給水設備) 5,185,026

小計 36,486,598

庭園(庭園、樹木) 1

小計 131,105,602

庭園(庭園、樹木) 15,411,866

親和中学校・親和女子高等学校

門塀・擁壁(門塀、ﾌｪﾝｽ他) 712,806

舗装道路関係(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装､ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装他) 5

競技・遊技場(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ､砂場､足洗場)

競技･遊技場(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ照明､防球ﾈｯﾄ他) 45,029,617

彫刻･銅像 4

その他(排水関係他) 1,844,690

種　別 金　　　額 備　　　考

庭園(庭園、庭園付帯設備、樹木) 31,779,131

神戸親和女子大学

門塀･擁壁(門塀、ﾌｪﾝｽ他) 13,291,208

舗装道路関係(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装他) 39,160,952
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（5）図　書

冊 円

　

（6）車　輌

台 円

２　 運用財産

（1）預貯金・現金

ア　預　貯　金

円

イ　現　金 円5,594,028

他団体周辺会計分預金・現金 三井住友銀行 48,014,642 7口座

計 1,128,258,240

定　期　貯　金 大和ネクスト銀行 200,541,784 １口座

小計 1,080,243,598

普　通　預　金 りそな銀行 965,864 １口座

通　常　貯　金 ゆうちょ銀行 20,100,327 ４口座

普　通　預　金 三井住友銀行 617,835,863 ２３口座

普　通　預　金 三菱UFJ銀行 223,801,258 ３口座

預貯金種別 金融機関 金　　額 備　　　考

当　座　預　金 三井住友銀行 16,998,502 ２口座

計 2 6,466,080

マイクロバス 1 4,651,680 神戸親和女子大学附属親和幼稚園

小計 1 4,651,680

備　　　考

乗用車 1 1,814,400 神戸親和女子大学

小計 1 1,814,400

計 334,256 1,522,492,422

種　別 数　　量 金　　額

800,430

小計 80,231 197,834,322

小計 254,025 1,324,658,100

和　書 80,009 197,033,892
親和中学校・親和女子高等学校

洋　書 222

和　書 211,558 986,802,350
神戸親和女子大学

洋　書 42,467 337,855,750

種　別 冊　　数 金　　額 備　　　考
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（2）特定資産

円

（3）不動産

ア　土　地

円

マンション敷地権土地

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

イ　建　物

円

（4）電話加入権

数　量 本 円

15

3

3

2

3

11

2

39

０７８－８５４ 〃 330,898

０７９５－６５ 〃 3,000

計 987,084

０７８－５９１ 局

653,186

０７８－５９２ 〃

０７８－５９４ 〃

０７８－５９５ 〃

０７８－５９６ 〃

計 74.39 13,650,243

種　類 金　　額 備　　　考

備　　考

教職員宿泊所
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町
９丁目５番地１の607

74.39 13,650,243 マンション１室

計 46.02 6,209,300

種　別 所　　　在　　　地 　　面　積　㎡ 金　額

金　額 備　　考

教職員宿泊所敷地

兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町９丁目５番１ 42.82

兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町９丁目５番４ 0.61 6,209,300

兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町９丁目５番５ 2.59

計 70,210,283

種　別 所　　　在　　　地 　　面　積　㎡

高中教育振興基金引当特定資産 三井住友銀行 14,150,670

大学教育振興基金引当特定資産 三井住友銀行 20,386,290

未使用基金果実引当特定資産 三菱UFJ銀行 147,557

高中緑化整備資金引当特定資産 三井住友銀行 5,525,766

内　訳 預入先又は信託先 金　　額 備　　　考

第３号基本金引当特定資産 三菱UFJ銀行 30,000,000
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（5）ソフトウェア

台 円

（6）出　資　金

円

（7）長期貸付金

円

計 32,365,930

種　別 件　数 金　　額 備　　考

学生に対する奨学貸付金 1 32,365,930 大学32,365,930円 【徴収不能引当金10,131,000円】

備　　考

公益社団法人兵庫県私学振興協会 1 41,404,500

計 1 41,404,500

計 3 13,631,328

出　資　先 件　数 金　　額

ソフトウェア 1 180,000 親和学園法人

小計 1 180,000

ソフトウェア 1 570,240 神戸親和女子大学附属親和幼稚園

小計 1 570,240

備　　　考

ソフトウェア 2 12,881,088 神戸親和女子大学

小計 2 12,881,088

種　別 数　　量 金　　額
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（8）未収入金

円

計 29 126,438,468

そ の 他 25 59,586,168

大学22,926,081円
　（令和2年事業年度授業料等減免費交付金変更分233,400円、2020年度秋学期学費1件555,000円、
　　私立学校施設高度化推進事業費補助金（新2号館利子助成）496,000円、
　　神戸市地域子育て支援拠点「ひろば型」事業費補助金8,152,000円、
　　私立学校情報機器整備費（遠隔授業活用推進事業）4,699,000円、
　　神戸市ふらっとひろば北運営事務費用8,600,000円、
　　神戸市地域子育て支援拠点事業における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止対策助成交付金188,296円、
　　海外福祉研修保険料2,385円）
大学（通信教育部）　5,010,500円
（神戸ｻﾝｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ賃貸契約解約に伴う敷金5,000,000円、ｽｸｰﾘﾝｸﾞ受講料・督促手数料10,500円）
幼稚園4,312,680円
　（県私立幼稚園乳幼児子育て応援事業補助金768,000円、
　　県高校生保育体験推進事業費補助金120,000円、
　　県私立幼稚園等子育て支援ｶｳﾝｾﾗｰ事業補助金84,000円、
　　県私立幼稚園感染拡大防止対策事業補助金1,000,000円、
　　保育料966,980円、施設充実費872,000円、
　　教育・保育充実費436,000円、施設等利用収入（預かり保育）65,700円)
高中21,127,000円
　（学費未納分150,000円
　　私立学校情報機器整備費補助金(中)10,930,000円
　　私立大学等研究設備整備費等補助金(高)8,961,000円
　　学校保健事業特別対策事業費補助金(高中)1,086,000円）
法人6,209,907円
 （消費税還付分（2020年度収益事業中間申告納付）1,313,800円、
  労災保険料概算1,030,900円、消費税還付2020年度3,865,207円）

事 業 収 入 1 3,138,000
大学3,138,000円
　（寮費1,194,000円、前年度以前寮費1,944,000円）

退職金財団交付金 3 63,714,300 大学17,405,000円、幼稚園1,443,750円 高中44,865,550円

内　訳 件　数 金　　額 備　　考
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（9）短期貸付金

円

（10）立　替　金

円

（11）前　払　金

円

（12）仮　払　金

円

（13）修学旅行費預り預金

円

中学１年Ｓ

中学１年総合

中学２年Ｓ

中学２年総合

中学３年Ｓ

中学３年総合

高校１年Ｓ

高校１年総合

高校１年国際

計 131,565,097

〃 〃 18,687,342 　 〃

〃 〃 2,289,527 　 〃

〃 〃 16,706,649 　 〃

〃 〃 13,594,904 　 〃

〃 〃 12,514,327 　 〃

〃 〃 30,289,309 　 〃

〃 〃 4,041,019 　 〃

〃 〃 21,830,275 　 〃

内　訳 預入先 金　　額 備　　考

修学旅行費預り預金 三井住友銀行 11,611,745 普通預金

備　　考

その他 5 185,850
大学69,850円
 （引率手当18,000円、海外旅行保険企業包括預り金50,000円、その他1,850円）
高中116,000円（仮払金72,000円、組合費誤送金44,000円）

計 5 185,850

計 17 48,366,545

内　訳 件　数 金　　額

その他 13 9,497,913

大学・幼稚園3,746,933円
  （通信教育部科目修了試験会場費56,100円、2021年度兵私幼教総合保障制度掛金
　　112,804円　保険料160,610円、ﾘｰｽ料259,154円、ﾚﾀｰﾊﾟｯｸ代74,000円、
　　新玉結寮2021年度4月分家賃2,923,600円、
　　幼稚園酸化電位水生成器24,200円、その他136,465円）
大学（無償化）1,740,000円
高中58,700円
　　（広報ｲﾍﾞﾝﾄ保険料47,700円、浜学園ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ料11,000円）
法人3,952,280円
　　（火災保険3,677,280円　役員賠償責任保険275,000円）

備　　考

通勤交通費 3 24,560,632 大学16,082,750円、高中7,515,438円、法人962,444円

学習奨励入試･留学生給付奨学金 1 14,308,000 大学14,308,000円

計 2 1,343,703

内　訳 件　数 金　　額

内　訳 件　数 金　　額 備　　考

その他 2 1,343,703

大学・幼稚園407,163円
　（2021年度日本ｽﾎﾟｰﾂ協会ﾃｷｽﾄ購入259,600円、その他147,563円）
高中936,540円(内田洋行iPad代936,540円)

備　　考

学生・生徒に対する奨学貸付金 一式 6,421,000
　
大学6,421,000円 （貸与奨学金 6,421,000円)

計 6,421,000

種　別 件　数 金　　額
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財産の状況

〔2〕　負　債

1

（1）長期借入金

円 利率％

1.90

1.90

1.60

0.50

0.40

0.70

0.32

0.30

0.60

（2）退職給与引当金 円

（3）長期未払金

件  数 円

－

２  流動負債

（1）短期借入金

円 利率％

3.00

1.90

1.90

1.60

0.50

0.40

0.70

0.32

0.30

　

大学 校舎建築 2010年度借入　担保 中高土地校舎

11,500,000 大学 校舎建築 2011年度借入　担保 中高土地校舎

94,000,000 経営資金 2019年度借入　担保 中高土地校舎

計 195,740,000

借　入　先 金　　額 使　途 備考

日本私立学校振興・共済事業団

22,500,000 中学 新校舎建築 1996年度借入　担保 中高土地校舎

14,220,000 大学 校舎建築

長期未払金 136,024,500 未払リース料残高 大学127,977,168円　　高中8,047,332円

計 136,024,500

1,990,000 大学 校舎建築 2015年度借入　担保 中高土地校舎

33,040,000 体育館新築 2019年度借入　担保 中高土地校舎

10,330,000 大学 校舎耐震補強 2013年度借入　担保 中高土地校舎

4,780,000 大学 校舎建築 2015年度借入　担保 中高土地校舎

2009年度借入　担保 中高土地校舎

3,380,000

2010年度借入　担保 中高土地校舎

115,000,000 大学 校舎建設 2031年9月15日 2011年度借入　担保 中高土地校舎

123,960,000 大学 校舎耐震補強 2033年9月15日 2013年度借入　担保 中高土地校舎

538,567,770

内  訳 金　額 使　途 備　　　　　考

208,000,000 大学 体育館新築 2040年3月15日 2020年度借入　担保 中高土地校舎

計 1,606,660,000

558,960,000 大学 体育館新築 2039年3月15日 2019年度借入　担保 中高土地校舎

376,000,000 経営資金 2025年9月15日 2019年度借入　担保 中高土地校舎

返済期限 備　　　　　考

日本私立学校振興・共済事業団

99,540,000 大学 校舎建設 2029年3月15日 2009年度借入　担保 中高土地校舎

30,420,000 大学 校舎建設 2030年9月15日

固定負債

借　入　先 金　　額 使　途

66,920,000 大学 校舎建設 2035年9月15日 2015年度借入　担保 中高土地校舎

27,860,000 大学 校舎建設 2035年9月15日 2015年度借入　担保 中高土地校舎
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（2）未　払　金

件　数 円 備　　考

3

2

一式

一式

一式

一式

2

一式

（3）前　受　金

件　数 円 備　　考

一式

一式

一式

　 〃 　教育充実費 一式

　 〃 　資格登録費 一式

一式

（4）修学旅行費預り金

件　数 円 備　　考

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式高校１年国際 2,289,527

計 131,565,097

中学３年総合 16,706,649

高校１年Ｓ 13,594,904

高校１年総合 18,687,342

中学２年Ｓ 21,830,275

中学２年総合 12,514,327

中学３年Ｓ 30,289,309

内  訳 金　額 使　　途

中学１年Ｓ 11,611,745

中学１年総合 4,041,019

その他 13,439,600
大学10,409,600円
　（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ5,040,000円、入寮費·寮費5,368,600円,その他1,000円）
高中3,030,000円（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ）

計 367,133,350

　 〃 　施設設備充実費 16,400,000 大学16,400,000円　

33,392,500 大学33,392,500円

2,590,000 大学2,590,000円

2021年度授業料 145,886,250 大学145,886,250円

　 〃 　入学金 155,425,000 大学78,025,000円  高中77,400,000円

計 151,616,665

内  訳 金　額 使　　途

車両 2,070,120 大学907,200円(内ﾘｰｽ残高907,200円)　幼稚園1,162,920円(内ﾘｰｽ残高1,162,920円)

その他 428,727 大学428,727円

管理用機器備品 568,974 大学568,974円(内ﾘｰｽ残高417,207円)

教育研究用機器備品 45,486,895
大学42,409,603円(内ﾘｰｽ残高42,409,603円)
高中3,077,292円(内ﾘｰｽ残高3,077,292円)

管理経費 13,599,639 大学13,576,354円 高中23,285円

退職金財団掛金 4,107,370 大学3,935,024円　法人172,346円

教育研究経費 4,570,120 大学4,570,120円

内  訳 金　額 使　　途

人件費 80,784,820
大学17,623,040円  幼稚園1,443,750円(退職金他)
高中61,718,030円(臨床心理実習経費24,000円、退職金61,694,030円)
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（5）教材費預り金

件　数 円 備　　考

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

（6）預り金

件　数 円 備　　考

一式

一式

一式

一式

（7）仮受金

件　数 円 備　　考

一式

計 945,000

内  訳 金　額 使　　途

入学初年度費用返金分･休学在籍料他 945,000 大学945,000円（通信教育部）

その他預り金 95,568,940

大学・幼稚園26,869,297円
　（父母の会会費2,632,000円、親学会会費1,147,200円、同窓会費60,000円、
　　振込手数料63,910円、すずらん会貸与奨学基金預り金2,605,500円、
　　すずらん会海外奨学資金預り金4,240,000円、児童教育学会5,824,471円、
　　寮費返金分他279,200円、石峰氏報酬他4,850,000円、
　　幼稚園施設等利用費23,850円、科研費5,143,166円）
高中68,679,643円
　（ｱｯﾌﾟ英語講座受講料2,383,000円、卒業記念品代720,000円、
　　高3教材費返金16,825,410円、会計報告郵送料15,120円、
　　高2飯塚さんiPad代32,340円、ｽﾎﾟｰﾂ振興513,769円、
　　周辺会計（育友会・親友会預り金47,812,782円）、こうべ科学118,745円、
　　利息7円、振込手数料19,470円　奨学費等239,000円　）
法人20,000円（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ支払）

計 112,091,306

地方住民税 7,954,600 大学4,882,700円  高中2,804,600円　 法人267,300円

私学振興・共済事業団掛金 1,646,010
大学･幼稚園1,144,580円  高中492,629円(預り金：708,633円、育休者過入金：
216,004円)  法人8,801円

計 43,945,599

内  訳 金　額 使　　途

源泉所得税 6,921,756 大学4,461,645円　高中2,080,801円 　法人379,310円

高校２年国際 546,478

幼稚園 1,455,400

高校１年総合 4,116,857

高校２年Ｓ 7,467,720

高校２年総合 15,685,901

中学３年Ｓ 2,390,929

中学３年総合 2,152,815

高校１年Ｓ 3,022,422

中学１年総合 2,336,455

中学２年Ｓ 1,182,875

中学２年総合 1,493,991

内  訳 金　額 使　　途

中学１年Ｓ 2,093,756
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財産の状況

〔3〕　借用財産
(1)　建物

新設校 既設校 既設校 賃　料

専用 ㎡ と共用㎡ 専用㎡ 　　　(月　額)　　円

1,951.80 1,951.80

1,951.80 1,951.80 2,862,000

重要な会計方針

１．資産の評価基準

・資産の評価は、取得価額による。

・建物、その他償却資産は取得価額から減価償却額の累計額を控除した帳簿価額である。

２．引当金の計上基準

徴収不能引当金

・債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

・退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者等については、期末要支給額665,493,870円の100％を基にして、同財団に対する

　掛け金の累計額と交付金の累積額との差額を調整して計上している。

　兵庫県私立学校教職員退職金財団加入者及び兵庫県私立幼稚園教職員退職基金財団加入者については、期末要支給額743,533,727円の100％

　を基にして、各退職金団体からの交付金を控除した額を計上している。

３．その他の重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

・定額法である。

大学　新玉結寮
地上２階建

計

契　約
契約期間 備　考

相手方

学生寮 神戸市北区山田町小部字一ツ鍬山9-1
軽量鉄骨造 大和ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏﾈｼﾞ

ﾒﾝﾄ㈱
４年間ごとの

自動更新
2,862,000

種　別 所　　　在　　　地 構　造 計 ㎡
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