
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 潰譏����｣｢ﾒﾓ｢ﾓｦ箸ﾘ����Y^倅��

学生生徒等納付金収入 �3Rﾃ3Sb�37,309 ��#�ﾃ鉄2�

手数料収入 �"ﾃ#ヲ�3,349 ��#�ﾃ�c��

寄付金収入 鼎�b�485 ��#c��

補助金収入 �2ﾃ3s2�4,243 ��#ピ��

資産運用収入 鼎c"�804 ��#3C"�

資産売却収入 ��2ﾃ#���22,291 ��#津����

事業収入 �3s2�362 免ﾂ�

雑収入 鉄���740 ��##3��

借入金等収入 迭ﾃ����3,501 ��ﾃS���

前受金収入 途ﾃcッ�6,592 ��ﾃ��2�

その他の収入 ��ﾃccR�2,072 ��#C�r�

資金収入調整勘定 ��#��ﾃ��b�△13,290 �"ﾃCィ�

当年度資金収入合計 鉄津c�B�68,456 ��#づイ"�

前年度繰越支払資金 免ﾂﾃ#s��ll,271 ��

収入の部合計 都�ﾃャR�79,727 ��#づイ"�

(支出の部)

【　　　l

l

人件費支出 �#2ﾃ##��22,403 塔�b�

教育研究経費支出 ���ﾃS3b�10,245 �#���

管理経費支出 �"ﾃ�c��2,068 ���

借入金等利息支出 ��3r�106 �3��

借入金等返済支出 釘ﾃ����4,900 ���

施設関係支出 唐ﾃS���6,418 �"ﾃ��"�

設備関係支出 都s��770 ���

資産運用支出 湯ﾃS���9,769 ��#�s��

その他の支出 ��ﾃ田2�2,088 ��#�#R�

〔予備費〕 茶#��都���- 都���

資金支出調整勘定 ��#�3B�△859 �#R�

当年度資金支出合計 田�ﾃcS��57,911 �2ﾃsC��

次年度繰越支払資金 湯ﾃ#3B�21,817 ��#�"ﾃS�2�

支出の部合計 都�ﾃャR�79,727 ��#づイ"�

当年度資金収支差額 ��#"ﾃ�3r�10,546 ��#�"ﾃS�2�

(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o　なお､以下の表についても同様である｡

(注2)予算額は､予備費充当後の金額である｡
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大学部の2007年度新入生が見込みを
上回りました｡

大学部の志顔音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｡

短期の有価証券を売却し資金化しま
した｡

建設事業の執行状況を勘案し､借入

金を減額しました｡

学費徴収方法変更により見込みを下
回りました｡

年金への繰入が当初計画を下回りま
した｡

光熱水車が減となったことなどによ
り､予算を下回りました｡

小金井キャンパス再開発建設工事の
着工遅延による未執行などにより､
見込みを下回りました｡



資金収支計算の中の経常的収支計算

(単位百万円)

Fr ~~ーMm ~~~~一一Jmー~ I 】Wmー~一一一一山丁ー｢[二重:三三十■正~運三三LVI亘=ココヨ蛋王室コ⊂亘≡蔓=]

(A) 経 常 的 収 入 ��ﾘｧ｢�35,356 ��37,309 ��△1,953 

(△)教育充実費 ��#rﾃC�R���#rﾃs����3sb�

学生生徒等納付金収入 �#rﾃ鼎��79.5% �#津S�r�75.4% ��#�ﾃSsb�

手数料収入 �"ﾃ#ヲ�6.5% �2ﾃ3C��8.6% ��#�ﾃ�c��

総額 鼎�b� 鼎コ� ��#c��

(△)樽定資金のための寄付金 ��#��"���##�����s��

寄付金収入 �3�B�0.9% ��迭�0.5% �����

総額 �2ﾃ3s2� 釘ﾃ#C2� ��#ピ��

(△)研究設備補助金他 ��#��r���#�"���##B�

補助金収入 �2ﾃ#cb�9.3% 釘ﾃ�c��10.6% ��#ンB�

資産運用収入 鼎c"�1.3% 塔�B�2.1% ��#3C"�

事業収入 �3s2�1.1% �3c"�0.9% 免ﾂ�

雑収入 鉄���1.5% 都C��1.9% ��##3��

計 �3Rﾃ�CR�100.0% �3津�#��100.0% ��#2ﾃ塔"�

(B) 経 常 的 支 ��ﾘｧ｢�23,220 ��22,403 ��816 

(△)退職金支出 ��#s3R���#�ﾃ��B��3s��

退職資産への繰入支出 ��ﾃc3����ﾃc3����#��

人件費支出 �#Bﾃ�#B�68.6% �#"ﾃ�3��58.6% ��ﾃ�ッ�

総額 ���ﾃS3b� ���ﾃ#CR� �#���

(△)建設事業に係わる経費 ��#S#r���#sビ��#c��

教育研究経費支出 ���ﾃ����28.5% 湯ﾃCS��24.2% 鉄S��

総額 �"ﾃ�c�� �"ﾃ�c�� ���

出 宙�"佶ｩ�ﾘ馼ｼh,佛x.ﾘ.佝���△372 凵｢438 �66 

管理経費支出 ��ﾃc澱�4.8% ��ﾃc#��4.2% 田b�

借入金等利息支出 ��3r�0.4% ���b�0.3% �3��

計 �3Rﾃ田b�102.3% �3Bﾃ�3"�87.2% ��ﾃ�3B�

(C) 嫡�ﾔ"佝��ﾙ4假ｸ辷ﾛxｧ｢�△821 ��#"�2R�4,995 ��"繧R�△5,816 

(注1 )経常的支出の各構成率は､経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｡

｢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｡

学生生徒等納付金収入および手数料収入が見込みを上回ったこと､人件費支出および教育研究経費支出が見込み

を下回ったことなどにより､経常的収支差額は予算を5,816百万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12.8%と､予算を16,.1ポイント上回りました｡
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(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)

｢ー~ ~~~~TwT~一言｢｢訂▼ ~~~~~山

(単位:百万円)

-m｢r雫｢rlL二三三=仁三1匹一三二

学生生徒等納付金 �3Rﾃ3Sb�37,309 ��#�ﾃ鉄2�

手数料 �"ﾃ#ヲ�3,349 ��#�ﾃ�c��

寄付金 鼎�b�1,041 ��#c#R�

補助金 �2ﾃ3s2�4,243 ��#ピ��

資産運用収入 鼎c"�804 ��#3C2�

資産売却差額 ��"ﾃsS��12,968 ��##���

事業収入 �3s2�362 免ﾂ�

雑収入 鉄���741 ��##3��

帰属収入合計 鉄RﾃS3b�60,817 ��#Rﾃ#���

基本金組入額合計 ��#Rﾃs���△6,304 鉄#R�

消費収入の部合計 鼎津sSb�54,512 ��#BﾃsSb�

(消費支出の部)

人件費 �#"ﾃSSb�21,904 田S"�

教育研究経費 ��BﾃC���14,104 �#澱�

(内減価価却額) 茶2ﾃツB��(3,858) 茶b��

管理経費 �"ﾃ��"�2,365 ��#�s2�

(内減価価却額) 茶#�2��(281) 茶���

借入金等利息 ��3r�106 �3��

資産処分差額 ��ﾃ����1,146 ��#�3b�

徴収不能額 ���0 ��#��

消費支出の部合計 鼎�ﾃ#迭�39,626 田c��

帰属収支差額 ��Rﾃ#C"�21,190 ��#Rﾃ鼎��

帰属収支差額比率 �#r紕R�34.8% 辻�

当年度消費収入超過額 湯ﾃCc"�14,886 ��

前年度繰越消費支出超過額 �32ﾃ3S2�33,353 ��

翌年度繰越消費支出超過額 �#2ﾃン��18,467 ��
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(注1)

帰属収支差額-帰属収入一消費支出

(注2)

帰属収支差額比率-帰属収支差額÷帰属収入× 100



(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)

[二二二二二二重二二可{r二二コ[=≡匹玉■ ■匹三三二二に軍撃芦

資 産 侘Y.磯�蜥�160,352 ��S�ﾃ�s"�9,180 
有形固定資産 ��#2ﾃ�s��121,140 ��ﾃ�3��

その他の固定資産 �3rﾃ#���30,032 途ﾃ#C��

流動資産 �#づ�ビ�25,261 �"ﾃ�#b�

合計 ��モﾃC3��176,433 ��"ﾃ��b�

(負債の部､董本金の部､消費収支差額の部)

負 債 侘Y.厩俐"�14,537 ��bﾃ�c��△1,524 

流動負価 ��"ﾃS���20,170 ��#rﾃcc��

計 �#rﾃ�Cr�36,231 ��#津�ィ�

基本金 �179,859 ��s2ﾃSSR�6,304 

消費収支差額 凵｢18,467 ��#32ﾃ3S2�14,886 

合計 �188,439 ��sbﾃC32�12,006 

正　味　資　産 161,392 1 40,202

蒋正味資産-資産一負債(-基本金+消費収支差額)

減価価却額の累計額 鉄づC���56,370 �"ﾃ�C��

基本金未組入額 免ﾂﾃ�Cr�12,949 ��#�ﾃ��"�

【貸借対照表注記事項] (抜粋)

( 1 )有価証券の時価情報
(単位:百万円)

貸借対照表計上額 倬陋��差額 

35,824 �3Bﾃ鉄b�△867 

(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>
･雷簿･文具･事務機器等の販売　･建物内外の清掃･保

守管理･警備　･印刷業　･一般及び特定労働者派遣事

業　･有料職業紹介業　･一般土木建築工手業　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､一般数兼及び趣味に関する教兼講座の企画､

開催及び運営
･講演会､各種セミナー等による佃報提供業務､各種研修の

受託
･各種イベントの企画及び運営　　など

( 3)本学の学内年金決算における年金財政貸借対照表

年金財政貸借対照表

2007年7月31日

(単位:百万円)

借方 剔ﾝ方 

勘定科目 仞�ｧ｢�勘定科目 仞�ｧ｢�

年金信託受益権 ��づ#���支払備金 ���

未収掛金 ���千住準備金 �#rﾃ����

過去勤務価務等の現在額 唐ﾃ�#�� ��

合計 �#rﾃ����合計 �#rﾃ����
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過去5年間の推移

麟消費収支の推移

億円l帰属収入と帰属収支差点l 

00 600 500 ������鳴�ﾂ�

一■■■掃A収入 0蝉JL収支豊壌 ･0翌年度繰越消Jt 収支重鎮 -■■-__一一 

400 300 200 100 0 △100 △200 △300 A400 犯��
442438441464 

212 101-82-82-87 

lll 

5 ��

A28.A224A276-ASS./AJ8 
ー~ー■亡｢ 

20032004200520062007 

淡帰Jt収支豊橿-NLJt収入-綱責支出 
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大学部の2007年度新入生

数の増､志席者数の増お
よび中学高等学校の旧校
地売却などにより帰属収

入が増加しました｡また､

中学高等学校の新校舎建

設工事相当額､奨学基金

繰入額などを基本金に組
み入れました｡

大学部の2007年度新入生

数の増､志頗音数の増お

よび中学高等学校の旧校
地売却などにより帰属収

支差額は大幅に改善しま
した｡

各比率は中学高等学校の
旧校地売却などにより低下

しました｡さらに､大学

部の2007年度新入生数の

増､志席者数の増の影響
により帰属収支差額比率

は34.8%となり､本学が目

標としている10%を大幅

に上回りました｡

(2007年度特有の土地売却差額を除

いた帰属収支差額比率は1 7.2%)

(注)比率は､各々の帰属収入に対する
割合を示している



儀貸借対照表の推移

中学高等学校の旧税 そ¢ 教学改革引当年寺定 
億円 劔勁l 

2,500 2.000 1,500 1.000 500 0 △500 覇�2�俐(�?｢�L! 自己資金J 劔劔� 劔 

I 劔劔�1738 ��劔凾ﾈりましたo 中学高等学校の漸 金繰入額などの組 中学高等学校のl 振替､学費徴収二 より減となりま 匡 借入金の返済などt 消責収支差勾 ≡ 市ヶ谷田町校舎 の新校舎建設な 

I 1431 �� ��CS�� ��S"�1591 ��253 � �#���3s2�剴�sヲ��#R��CR�

204 289 剴#���3S���404 1112 剴3���

1211 剴�#3��

989 剴����B�

143 剴�sb��282 161 

224 剴#�2��178 

20 ��##����2�A224 200420 劔��#sb��R�A3 2006 剪�凵｢185 2007 

iiiiiiiiiiii 

億円生lL金残l 

150 100 50 0 ���ｾ(ﾗ2��ﾈ鍠ｧx馼ｼi&2�� ��劔� 

88 

68 
60 ��

57 ��34■ ��

由 
50 劔�66 

甲 5i 

27 �#"���ｳr�

...12.7 

20032004200520062007 

19

流動資産
校地売却などにより増となりました｡

の他の固定資産

新校舎建設工事相当額､

組入れによ
禦学基

り増となりました｡

流動負債
旧校地売却
方法変更

固定負債

による前受金の
(前受金)などに

により減となりました｡

有形固定資産
の改修工事､中学高等学校
どにより増となりました｡

2007年度については､

新規の借入が返済額
を下回ったため､借

入金全体では残高が
減少しました｡

2003　　　　　2004　　　　　2005　　　　　200 6　　　　　200 7

教学改革引当特定資産
への繰入を行いまし

た｡また､短期有価証

券の売却により､有価

証券が減少し､現金預

金が増加しました｡



(注)流動比率:短期的な負債の価遠に対する流動資産の割合で､支払能力を示す指標

基本金比率: 100%に近いほど基本金の末組入額が少ないことを示す

翌年度繰越消責収支比率:翌年度繰越消創文支差中の総資金に占める割合

貸借対顔表の財務比率(2)

52.B 

JJ 

37_9 鼎2紕� 

32_9 �� ��

28.8 舶B�

25.8 ��
ー 27.7 辻�#ゅ��26.9 

22.4 �� ��c��22.3 ��21.2 �#���へ' 

14.4 

2003　　　　　　2004　　　　　　2005　　　　　　2006　　　　　　2007

-★一退職給与引当

預金串

+鼻慎比率

･+籍負債比率

(注)退職給与引当預金率:退職給与引当金に見合う資産を､どの程度保有しているかを示す指標

本学の退職給与引当金の計上額の目標は､退職金要支給額の50%としている

負債比率:他人資金が自己資金を上回っていないかを示す指標

総負債比率:負債総鞍の総資産に対する割合で､ 50%を超えると負債が自己資金を超過していることを示す
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中学高等学校の旧

校地売却などによ
り流動比率は増加
しました｡

大学部の2007年度

新入生数の増､志

願者数の増および
中学高等学校の旧

校地売却などによ
り帰属収入が増加

し､翌年度繰越消

費収支比率は改善
しました｡

退職給与引当預金
率は改善傾向にあ
ります｡負債比率､

推負債比率も中学
高等学校の旧校地

売却などにより

2007年度は改善傾

向にあります｡


