
財務の概要

(1)資金収支計算

資金収支計算について､予算と決算の対比による主な内容をご報告いたします｡

資金収支総括表
(収入の部)(単位:百万円) 

科目L予算l決算]差異 劔 

学生生徒等納付金収入 �3Rﾃ�#"�35,412 ��#3ヲ�

手数料収入 �"ﾃ#c��3,153 ��#ャR�

寄付金収入 鼎�"�461 ��#C��

補助金収入 �2ﾃ#���4,228 ��#�ﾃ����

資産運用収入 鉄3r�723 ��#�ッ� 

資産売却収入 �2ﾃ����3,500 ��#S���

事業収入 鼎#r�293 ��3B�

雑収入 都���970 ��##c"�

借入金等収入 湯ﾃ����4,001 迭ﾃ����

前受金収入 途ﾃs#��12,637 ��#Bﾃ��r�

その他の収入 唐ﾃSsB�ll,564 ��#"ﾃ涛��

資金収入調整勘定 ��#づC�R�△11,406 �"ﾃ涛��

当年度資金収入合計 田"ﾃCcR�65,535 ��#2ﾃ�s��

前年度繰越支払資金 ���ﾃC#B�8,965 梯�

収入の部合計 都"ﾃャ��74,500 ��#�ﾃc���

科目l予井l決井I差異 劔 

人件費支出 �#2ﾃcSR�22,804 塔S�� 

教育研究経費支出 湯ﾃcs��9,261 鼎���

管理経費支出 ��ﾃCCr�1,447 ���

借入金等利息支出 �����112 田��

借入金等返済支出 釘ﾃ����5,400 ��#S���

施設関係支出 ��RﾃscB�ll,631 釘ﾃ�32�

設備関係支出 �"ﾃS釘�1,847 都Cr�

資産運用支出 �2ﾃC澱�ll,357 ��#rﾃツ��

その他の支出 塔c2�1,592 ��#s#��

〔予備責〕 茶�cr鉄32�- 鉄32�

資金支出調整勘定 ��#����△2,221 ��ﾃC#��

当年度資金支出合計 田"ﾃ3���63,229 ��#���� 

次年度繰越支払資金 ���ﾃSs��ll,271 ��#c�"�

支出の部合計 都"ﾃャ��74,500 ��#�ﾃc���

(注1)上記の表の金額は百万円未満を四捨五入しているため､合計など数値が計算上
一致しない場合がある｡なお､以下の表についても同様であるo

(注2)予算額は､予備葉充当後の金額である｡

大学部の志貴書数が見込みを上回

りました｡

国庫および地方公共団体からの補

助金の収入が見込みを上回りまし

た｡

有価証券の売却を予定より増額し

ました｡

建設事業の一部延期などにより､

借入金を減額しました｡

大学部の入学手続者が見込みを上

回りました｡また､中学高等学校

校地売却代金の一部が入金となり

ました｡

教学改革引当特定資産の取崩し､

および退職給与引当特定資産から

の繰入収入が予算を上回りましたo

年金への繰入が当初計画を下回り

ました｡

次期情報システム開発が延期とな

ったことなどにより､見込みを下

回りました｡

建設事業の一部が延期となったた

め､見込みを下回りました｡

有価証券の珊人を行ったことに

よります｡

過年度の未払金の支払が見込みを

上回りました｡
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資金収支計算の中の経常的収支計算
(単位.百万円)

T■■■丁■■妄｢ 俔ﾉ�ﾉzb３��｢�T■■■言■■言｢ 俔ﾉ�ﾉzb３��l差異 
lT'井l ��lJX井l 綿ｿD･ﾒhｬh��$ｦﾂ� 

(A) 経 ��ﾘｧ｢�35,022 ��35,412 ��△389 

(△)教育充実費 ��#rﾃ3C����#rﾃCc�����2�

学生生徒等納付金収入 �#rﾃcsB�79.1% �#rﾃ鉄��74.4% ��##sr�

手数料収入 �"ﾃ#c��6.5% �2ﾃ�S2�8.4% ��#ャR�

総額 鼎�"� 鼎c�� ��#C��

常 的 収 入 宙�"�<�.��ﾘｾ�,ﾈ+ﾘ-�,ﾈｯ�WHｾ��△130 凵｢99 凵｢30 
寄付金収入 �#�"�0.8% �3c"�1.0% ��#���

## �2ﾃ#��� 釘ﾃ##�� ��#�ﾃ����

(△)研究設備補助金他 ��#��r���#������#R�

補助金収入 �2ﾃ��B�8.9% 釘ﾃ�#r�ll.0% ��#�ﾃ�#2�

資産運用収入 鉄3r�1.5% 都#2�1.9% ��#�ッ�

事業収入 鼎#r�1.2% �#�2�0.8% ��3B�

雑収入 都���2.0% 涛s��2.6% ��##c"�

計 �3Bﾃ涛��loo.0% �3rﾃSsr�100.0% ��#"ﾃSs��

(B) ��ﾘｧ｢�23,655 ��22,804 ��851 

(△)退職金支出 ��#�ﾃ��B���#�ﾃC3��鼎#b�

退職資産への繰入支出 ��ﾃcCB���ﾃcCB����

経 常 的 支 出 ��ﾈﾈ��因��24,295 田偵BR�23,018 田��2R�1,277 

総額 湯ﾃcs�� 湯ﾃ#c�� 鼎���

(△)建設事業に係わる経費 ��#Sc����#3ビ���#����

教育研究経費支出 湯ﾃ����26.0% 唐ﾃピB�23.6% �#3b�

総額 ��ﾃCCr� ��ﾃCCr� ���

(△)建設事業に係わる経費 ��##b���#C���#��

管理経費支出 ��ﾃC#��4.1% ��ﾃ3湯�3.7% �#��

借入金等利息支出 �����0.5% ���"�0.3% 田��

計 �3Rﾃ��b�100.0% �32ﾃC�"�88.9% ��ﾃc�B�

(C) 嫡�ﾔ"佝��ﾙ4假ｸ辷ﾛxｧ｢�△7 ����R�4,174 免ﾂ��R�△4,182 

(注1 )握常的支出の各構成率は､礎常的収入合計に対する比率である｡

(注2 )予算額は予備費充当後の金額であるo

｢経常的収支計算｣は､本学が独自に資金収支計算のうちから､施設設備に係わる収支などを除き､経常

的収支に関する部分を抽出して作成したものです｡

手数料収入および補助金収入が見込みを上回ったこと､人件費および教育研究軽費が見込みを下回ったこ

となどにより､経常的収支差額は予算を4,182百万円上回る収入超過となりました｡また､経常的収支差額比

率(経常的収支差額の経常的収入合計に対する比率)は11.1%と､予算を11.1ポイント上回りました｡



(2)消費収支計算

消費収支計算について､その主な内容をご報告いたします｡

消費収支総括表
(消費収入の部)　　　　　　　　　　　　　　(単位:百万円)

科目1 綴�ﾕ�ﾒ�■■駁ー_I 剿ﾈﾛx穀�

学生生徒等納付金 �3Rﾃ�#"�35, 3, 4, 釘�12 53 78 28 23 93 70 ��#3ヲ�

手数料 �"ﾃ#c�������#ャR�

寄付金 鼎�"�迭���#�cr�

補助金 �2ﾃ#����"���ﾂﾃ����

資産運用収入 鉄3r�途���#�ッ�

事業収入 鼎#r��"���3B�

雑収入 都���湯���##c"�

帰属収入合計 鼎"ﾃSィ�45, �2�56 ��#"ﾃss"�

基本金組入額合計 ��#�2ﾃ塔r�△14, 釘�78 鼎���

消費収入の部合計 �#づS途�30, 唐�79 ��#"ﾃ#�"�

(消費支出の部)
■辞画1 蔦zDRﾒﾒﾃ｢ﾒ������ﾉHiXbﾕ�ﾒ�1■E∃■蓬 

人件草 �#"ﾂ�929 053 375) 700 253) 181 0 0 233 �#"ﾃ�#2�806 

教育研究経費 ��2ﾂ���"ﾃcs"�381 

(内減価価却中) 茶2ﾂ�茶2ﾃC�鋳�(△34) 

管理経費 ��ﾂ���ﾃs�b�△6 

(内減価価却額) 窒�茶#Sｒ�(△5) 

借入金等利息 �����"�69 

資産処分差額 ���#��△20 

徴収不能額 �����△1 

〔予備費〕 茶�cr��辻�233 

消費支出の部合計 �3つ�096 �3bﾃc32�1,463 

帰属収支差額 釘ﾃCモ�8,723 ��#Bﾃ#3R�

帰属収支差額比率 ���絣R�19.2% 辻�

当年度消費支出超過額 湯ﾃC湯�5,754 梯�

前年度繰越消費支出超過額 �3"ﾃC�R�27,599 梯�

翌年度繰越消費支出超過額 鼎�ﾃ��B�33,353 梯�

(注1)

帰属収支差額-帰属収入-消費支出

(注2)

帰島収支差額比率-帰島収支差額÷帰新人× 100

(注3)

予算額は､予備費充当後の金額である.
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(3)貸借対照表

貸借対照表について､その主な内容をご報告いたします｡

貸借対照表

(資産の部)　　　　　　　　　　　　　(単位:百万円)

科目l 冏ｹD�7永fﾂ�前年度末l ��ｩ�ﾘﾋ��

資 産 侘Y.磯�蜥�151,172 ��S�ﾃc32�△462 
有形固定資産 ��#�ﾃ�C��111,226 湯ﾃ��2�

その他の固定資産 �3�ﾃ�3"�40,407 ��#��ﾃ3sR�

流動資産 �#Rﾃ#c��15,245 ���ﾃ��r�

合計 ��sbﾃC32�166,878 湯ﾃSSR�

(負債の部､基本金の部､消費収支差額の部)

珊■≡ 剿{年度末l ���jﾂﾒ�l増減 

負 倭 侘Y.厩俐"�16,061 ��rﾃイ��△1,779 

流動負価 �#�ﾃ�s��17,559 �"ﾃc���

計 �3bﾃ#3��35,399 塔3"�

基本金 �173,555 ��S津�sr�14,478 

消責収支差額 ��#32ﾃ3S2�△27,599 ��#RﾃsSB�

合計 �176,433 ��cbﾃピ��9,555 

正　味　資　産

※正味資産-資産一員債(-基本金+消費収支差額)

減価価却額の累計額 鉄bﾃ3s��53,550 �"ﾃ�#��

基本金末組入額 ��"ﾃ鼎��14,230 ��#�ﾃ#���

[貸借対照表注記事項](抜粋) 

(1)有価旺券の時価情報(単位:百万円) 

l貸借対照表計上額l時価l差額l 

[42,252142,9581706l 

(2)学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社 
a.株式会社エイチ.ユー 

<事業内容> 
･雷籍.文具.専務機器等の販売.建物内外の清掃.保守管理.警備 

･印刷集.-般及び特定労働者派遣事業.有料椎葉解介集 

･一般土木建築工事集など 

b.法政ナレッジ.クリエイト株式会社 

<事業内容> 
･各種国家試験､各種資格取得のための講習会の企画､開催及び運営 

･社会人及び学生.生徒に対するビジネス､教育､心理､外国語､情報処理､ 

-般教養及び趣味に関する教養講座の企画､開催及び運営 

･講演会､各種セミナー等による情報提供業務､各種研修の受託 
･各種イベントの企画及び運営など 


