
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

12-1 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

〃 208.84 208.84

学生寮敷地（玉結寮）

財　　　 産　　　 目 　　　録

18,757,857,605

17,338,849,982

     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

1,419,007,623

0

3,088,823,132

0

15,669,034,473

1,187.00 1,187.00

課外活動施設敷地 〃 411.00 411.00

体育館敷地 〃 4,271.80 4,271.80

学生会館敷地 〃

既設校 既設校
計

　　　　㎡

1,258.23 1,258.23

学生寮敷地
（国際交流寮）

〃 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 1,050.00

228.63

〃 5.23 5.23

〃 23,123.91

校舎敷地

92.00 92.00

277.63 277.63

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

〃

テニスコート等 〃 5,389.01 5,389.01

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

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

（2022年3月31日現在）

金　　額
　
円

備　考

神戸親和女子大学

81,259,262

親和中学校・
親和女子高等学校

5,855,969,420
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神戸親和女子大学
188,427,331

神戸親和女子大学
35,534,043

神戸親和女子大学
210,928,710

神戸親和女子大学
300,163,454

神戸親和女子大学
164,396,553

神戸親和女子大学
115,868,455

神戸親和女子大学
191,371,583

神戸親和女子大学
18,549,708

神戸親和女子大学
165,250,227

神戸親和女子大学
1,070,144,032

神戸親和女子大学
168,827,560

神戸親和女子大学
49,798,851

神戸親和女子大学
353,285,706

神戸親和女子大学
105,714,013

神戸親和女子大学
79,987,959

神戸親和女子大学
1,920,026

神戸親和女子大学
435,130

神戸親和女子大学
500,698

神戸親和女子大学
256,308

神戸親和女子大学
107,950,112

1,630,289,257

1,446,742

1,446,742
1,633,182,741

147,250,592

種　別 所　　　在　　　地 構　造 新設校 既設校

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
　　　　㎡     専 用  ㎡     と共用 ㎡     専 用  ㎡

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) 〃
〃

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

1,338.44

校舎
(子育て支援ひろば)

〃
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

〃 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

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 〃
〃

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

〃

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

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

平屋建 10.36 10.36

23,580.24 23,580.24

守衛室(1) 〃
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

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

23,600.96 23,600.96

〃 10.36 10.36
守衛室(2) 〃

〃

計 57,438.08 57,438.08

小計 1,377.24 1,377.24

（2）建　物

金　　額
　

備　考

3,329,310,459

親和中学校・
親和女子高等学校
親和中学校・
親和女子高等学校
親和中学校・
親和女子高等学校

神戸親和女子大学
附属親和幼稚園

147,250,592

5,109,743,792

鋼板葺２階建 1,377.24 1,377.24
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
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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

1,881

1,881

1,845 親和中学校・親和女子高等学校

1,845

106 神戸親和女子大学附属親和幼稚園

106

3,832

イ　管理用機器備品

数　量 点 円

142

142

34

34

14

14

190

親和中学校・親和女子高等学校

競技･遊技場(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ照明､防球ﾈｯﾄ他) 41,996,948

彫刻･銅像 4

その他(排水関係他) 1,210,824

種　別 金　　　額 備　　　考

庭園(庭園、庭園付帯設備、樹木) 28,304,712

神戸親和女子大学

門塀･擁壁(門塀、ﾌｪﾝｽ他) 12,378,178

舗装道路関係(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装他) 35,907,574

13,194,815

その他(排水関係､ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ給水設備) 4,566,027

小計 32,366,135

庭園(庭園、樹木) 1

小計 119,798,240

庭園(庭園、樹木) 13,957,282

門塀・擁壁(門塀、ﾌｪﾝｽ他) 648,006

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)

神戸親和女子大学附属親和幼稚園

1

小計 3,667,990

計 155,832,365

門塀･擁壁(門塀、ﾌｪﾝｽ他) 302,120

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) 3,365,866

その他(排水関係､ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ給水設備)

器具備品 10,790,944

小計 10,790,944

小計 125,281,134

器具備品 135,593,505

小計 135,593,505

名称又は種類 金　　額 備　　　考

器具備品 125,281,134 神戸親和女子大学

器具備品 3,174,975 親和中学校・親和女子高等学校

小計 3,174,975

備　　　考

器具備品 11,221,656 神戸親和女子大学

小計 11,221,656

計 271,665,583

名称又は種類 金　　額

計 18,454,522

器具備品 4,057,891 親和学園法人

小計 4,057,891
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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  

 

和　書 210,889 989,462,905
神戸親和女子大学

洋　書 45,513 337,826,299

種　別 冊　　数 金　　額 備　　　考

800,430

小計 80,272 197,125,779

小計 256,402 1,327,289,204

和　書 80,050 196,325,349
親和中学校・親和女子高等学校

洋　書 222

備　　　考

乗用車 1 907,200 神戸親和女子大学

小計 1 907,200

計 336,674 1,524,414,983

種　別 数　　量 金　　額

計 2 4,395,960

マイクロバス 1 3,488,760 神戸親和女子大学附属親和幼稚園

小計 1 3,488,760

普　通　預　金 りそな銀行 964,992 1口座

通　常　貯　金 ゆうちょ銀行 11,665,153 3口座

普　通　預　金 三井住友銀行 554,609,880 28口座

普　通　預　金 三菱UFJ銀行 211,370,231 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 15,514,438 2口座

4,652,805

他団体周辺会計分預金・現金 三井住友銀行 52,291,325 6口座

計 846,416,019

小計 794,124,694

4



（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

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

計 67,908,557

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 18,599,110

大学教育振興基金引当特定資産 三井住友銀行 8,056,290

未使用基金果実引当特定資産 三菱UFJ銀行 148,157

高中緑化整備資金引当特定資産 三井住友銀行 5,586,500

大学新型コロナウイルス感染症対策緊急支援引当特定資産 三井住友銀行 5,518,500

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

０７８－５９１ 局

653,186

０７８－５９２ 〃

０７８－５９４ 〃

０７８－５９５ 〃

０７８－５９６ 〃

計 74.39 13,179,545

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 13,179,545 マンション１室

０７８－８５４ 〃 330,898

０７９５－６５ 〃 3,000

計 987,084
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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

種　別 数　　量 金　　額

ソフトウェア 1 427,680 神戸親和女子大学附属親和幼稚園

小計 1 427,680

備　　　考

ソフトウェア 3 33,147,144 神戸親和女子大学

小計 3 33,147,144

備　　考

公益社団法人兵庫県私学振興協会 1 41,512,500

計 1 41,512,500

計 5 33,694,824

出　資　先 件　数 金　　額

ソフトウェア 1 120,000 親和学園法人

小計 1 120,000

計 25,921,180

種　別 件　数 金　　額 備　　考

学生に対する奨学貸付金 1 25,921,180
大学25,721,180円【徴収不能引当金9,836,100円】
高中入学貸付金200,000円
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（8）未収入金

円内　訳 件　数 金　　額 備　　考

計 29 158,330,997

そ の 他 25 49,267,497

大学39,388,575円
　（私立学校情報機器整備遠隔授業活用推進事業3,050,000円、
　　施設整備費補助金ICT活用推進事業15,390,000円、
　　施設整備費補助金ｱｽﾍﾞｽﾄ対策1,787,000円、施設高度化推進事業
　　新2号館利子補助16,206円、
　　神戸市地域子育て拠点事業「ひろば型」補助金9,754,000円、
　　神戸市地域子育て地域拠点事業ｺﾛﾅ感染防止対策111,984円、
　　神戸市大学等応援助成金ふるさと納税131,600円、
　　神戸市ふらっとひろば北運営事務8,600,000円、
　　神戸市北区定住促進支援金制度ｻﾎﾟｰﾄ業務委託契約110,000円、
　　2021年度検定料30,000円、
　　神戸市北区ｽﾎﾟｰﾂ振興業務委託契約400,400円、
    海外福祉研修保険料2,385円、 院生学習時PCR検査補助金5,000円）
幼稚園5,730,646円
　（保育料1,025,280円、施設充実費854,000円、
　　教育・保育充実費427,000円、
　　施設利用費収入（預かり保育）115,650円、
　　兵庫県私立幼稚園乳幼児子育て応援事業補助768,000円、
　　兵庫県高校生保育体験事業補助金120,000円、
　　兵庫県子育て支援ｶｳﾝｾﾗｰ補助金86,800円、
　　兵庫県特色教育推進事業補助金750,000円、
　　兵庫県質の向上緊急環境整備事業補助金524,000円、
　　兵庫県感染防止対策事業500,000円、三田市新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策
　　（延長保育）30,316円、三田市保育・教育施設に対する補助金延長
　　保育事業300,000円)、バス代229,600円
高中2,250,000円
　（学校保健事業特別対策事業費補助金(高中)2,250,000円）
法人1,898,276円
　（消費税還付分1,635,121円、労災保険料精算263,155円）

事 業 収 入 1 2,181,900
大学2,181,900円
　（寮費287,900円、前年度以前寮費1,894,000円）

退職金財団交付金 3 106,881,600 大学101,472,240円、幼稚園1,746,000円 高中3,663,360円

7



（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

種　別 件　数 金　　額

計 6 2,058,561

内　訳 件　数 金　　額

内　訳 件　数 金　　額 備　　考

その他 6 2,058,561

大学・幼稚園62,081円
2021年度個人研究費超過4名分62,081円）
高中1,996,480円
(内田洋行iPad保守1,649,340円、KDDIiPad代146,214円、
学年教材費126,050円、親友会ｽｸｰﾙﾊﾞｽ70,026円  親友会育友会4,850円)

備　　考

学生・生徒に対する奨学貸付金 一式 7,403,900
　
大学7,353,900円 （貸与奨学金 7,353,900円)
高中50,000円（入学貸付金50,000円）

計 7,403,900

計 16 74,067,404

内　訳 件　数 金　　額

その他 11 34,118,331

大学・幼稚園29,184,121円
　（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ長期留学授業料25,725,040円、
　　AEDﾚﾝﾀﾙ代248,160円、2022年度保険料158,860円、
　　新玉結寮4月分家賃2,862,000円、
　　通信教育部科目修了試験会場費37,400円、その他152,661円）
大学（無償化）773,600円
高中88,700円
　（広報ｲﾍﾞﾝﾄ等保険料47,700円、浜学園ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ料11,000円、
　　入学式舞台花30,000円）
法人4,071,910円
　（火災保険3,796,910円、役員賠償保険275,000円）

備　　考

通勤交通費 3 25,203,573 大学16,405,560円、高中8,092,651円、法人705,362円

学習奨励入試･留学生給付奨学金 2 14,745,500 大学14,145,500円  高中600,000円

内　訳 預入先 金　　額 備　　考

修学旅行費預り預金 三井住友銀行 9,568,444 普通預金

備　　考

その他 4 337,600

大学317,600円
 （引率手当177,000円、
　　海外旅行保険企業包括預り金50,000円、
　　訪問手当89,000円、両替手数料1,600円）
高中20,000円（引率手当20,000円）

計 4 337,600

〃 〃 3,926,629 　 〃

〃 〃 34,721,547 　 〃

〃 〃 10,170,497 　 〃

〃 〃 22,900,490 　 〃

〃 〃 6,848,195 　 〃

〃 〃 25,767,713 　 〃

〃 〃 21,742,618 　 〃

〃 〃 681,214 　 〃
8



計 136,327,347
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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％

1.90

1.90

1.60

0.50

0.40

0.70

0.32

0.302

0.60

　

返済期限 備　　　　　考

日本私立学校振興・共済事業団

85,320,000 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

27,040,000 大学 校舎建設 2030年9月15日

固定負債

借　入　先 金　　額 使　途

62,140,000 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

25,870,000 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

内  訳 金　額 使　途 備　　　　　考

196,350,000 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 1,421,930,000

526,080,000 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

282,000,000 経営資金 2025年9月15日 2019年度借入　担保 中高土地校舎

借　入　先 金　　額 使　途 備考

14,220,000 大学 校舎建築

長期未払金 131,726,196 未払リース料残高 大学126,756,156円　　高中4,970,040円

計 131,726,196

1,990,000 大学 校舎建築 2015年度借入　担保 中高土地校舎

計 184,730,000

日本私立学校振興・共済事業団

11,650,000 体育館新築 2020年度借入　担保 中高土地校舎

32,880,000 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 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

2010年度借入　担保 中高土地校舎

103,500,000 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

113,630,000 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

542,396,825
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（2）未　払　金

件　数 円

3

3

一式

一式

一式

一式

2

一式

（3）前　受　金

件　数 円

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

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

教育研究用機器備品 42,960,493
大学39,883,201円(内ﾘｰｽ残高39,883,201円)
高中3,077,292円(内ﾘｰｽ残高3,077,292円)

管理経費 2,606,244 大学2,606,244円  

教育研究経費 7,752,813 大学7,752,813円

内  訳 金　額 使　　途

人件費 144,215,926
大学136,812,582円  幼稚園1,746,000円(退職金他)
高中5,657,344円(退職金5,657,344円)

退職金財団掛金 11,690,865 大学4,563,669円　高中7,002,720円 法人124,476円

計 211,281,733

内  訳 金　額 使　　途

車両 1,465,320 大学302,400円(内ﾘｰｽ残高302,400円)　幼稚園1,162,920円(内ﾘｰｽ残高1,162,920円)

その他 327,781 大学227,781円　高中100,000円

管理用機器備品 262,291 大学262,291円(内ﾘｰｽ残高262,291円)

その他 12,504,804

大学5,386,780円
　（入寮費·寮費5,365,780円,その他21,000円）
高中6,418,024円（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ3,005,000円、講座受講料等3,413,024円）
法人700,000円（ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾐｵ鈴蘭台607号売却手付金）

計 301,982,304

　 〃 　施設設備充実費 14,020,000 大学14,020,000円　

27,097,500 大学27,097,500円

1,650,000 大学1,650,000円

2021年度授業料 117,335,000 大学117,335,000円

　 〃 　入学金 129,375,000 大学65,925,000円  高中63,450,000円

高校１年国際 681,214

計 136,327,347

中学３年総合 3,926,629

高校１年Ｓ 34,721,547

高校１年総合 21,742,618

中学２年Ｓ 25,767,713

中学２年総合 10,170,497

中学３年Ｓ 22,900,490

内  訳 金　額

中学１年Ｓ 9,568,444

中学１年総合 6,848,195

使　　途
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（5）教材費預り金

件　数 円

一式

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

一式

一式

一式

一式

（7）仮受金

件　数 円

一式

高校１年総合 5,918,989

高校１年国際 169,579

高校２年Ｓ 7,665,470

高校２年総合 11,863,723

高校２年国際 1,353,967

内  訳 金　額 使　　途

中学１年Ｓ 1,578,188

中学１年総合 2,100,589

中学２年Ｓ 4,542,772

中学２年総合 4,432,855

中学３年Ｓ 906,575

中学３年総合 1,456,479

高校１年Ｓ 4,204,907

計 47,560,719

内  訳 金　額 使　　途

源泉所得税 8,733,459 大学4,543,019円　高中3,792,783円 　法人397,657円

幼稚園 1,366,626

内  訳 金　額 使　　途

入学初年度費用返金分･休学在籍料他 590,000 大学590,000円（通信教育部）

その他預り金 87,329,043

大学・幼稚園23,461,288円
　（父母の会会費2,126,000円、親学会会費924,600円、振込手数料48,895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6,143,280円、
　　2022年度休学在籍科他71,250円、科研費7,236,760円、
　　幼稚園2月施設等利用費他65,003円）
高中63,837,755円
　（作文コンクール賞金（残額）3,600円、県民会議（残金）95,350円、教材・
   旅行費返金11,069,314円、会計報告郵送料15,288円、KDDIiPad代3,796円、
   ｽﾎﾟｰﾂ振興55,427円、振込手数料20,185円、JTB3,470円、奨学費280,000円　）
   周辺会計（育友会・親友会預り金52,291,325円）
法人30,000円（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ支払）

計 110,298,008

地方住民税 8,744,700 大学5,803,500円  高中2,705,600円　 法人235,600円 

私学振興・共済事業団掛金 5,490,806

計 590,000
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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

専用 ㎡ と共用㎡ 専用㎡

1,951.80 1,951.80

1,951.80 1,951.80

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624,836,610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782,544,911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。

構　造 計 ㎡

地上２階建

計

契　約
契約期間

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

種　別 所　　　在　　　地
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