
(単位　円)

科　　　目

固定資産固定資産固定資産固定資産 (((( 11,094,870,70511,094,870,70511,094,870,70511,094,870,705 )))) (((( 11,173,675,61911,173,675,61911,173,675,61911,173,675,619 )))) (((( 78,804,91478,804,91478,804,91478,804,914△    △    △    △        ))))

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 <<<< 9,211,958,2499,211,958,2499,211,958,2499,211,958,249 >>>> <<<< 9,337,904,1329,337,904,1329,337,904,1329,337,904,132 >>>> <<<< 125,945,883125,945,883125,945,883125,945,883△   △   △   △       >>>>

土地 4,409,558,164 4,409,558,164 0

山林 4,000,000 4,000,000 0

建物 4,160,955,784 4,263,670,778 102,714,994△    

構築物 338,180,654 329,570,954 8,609,700

教育研究用機器備品 149,134,162 182,365,876 33,231,714△     

その他の機器備品 24,482,926 28,700,989 4,218,063△      

図書 96,546,183 89,094,658 7,451,525

車両 3,835,276 5,924,713 2,089,437△      

建設仮勘定 25,265,100 25,018,000 247,100

その他の固定資産その他の固定資産その他の固定資産その他の固定資産 <<<< 1,882,912,4561,882,912,4561,882,912,4561,882,912,456 >>>> <<<< 1,835,771,4871,835,771,4871,835,771,4871,835,771,487 >>>> <<<< 47,140,96947,140,96947,140,96947,140,969 >>>>

電話加入権 2,389,984 2,389,984 0

施設利用権 4 4 0

ソフトウエア 16,385,880 22,137,325 5,751,445△      

長期貸付金 55,400,000 60,100,000 4,700,000△      

減価償却引当特定資産 529,897,452 529,897,452 0

退職給与引当特定資産 662,603,243 607,329,996 55,273,247

役員退職給与引当特定資産 5,839,998 2,959,998 2,880,000

建設整備準備金引当特定資産 542,279,002 540,361,002 1,918,000

ベルナデッタ奨学金特定資産 31,381,789 31,646,143 264,354△        

修学旅行費預り資産 36,725,104 38,939,583 2,214,479△      

出資金 10,000 10,000 0

流動資産流動資産流動資産流動資産 (((( 631,231,258631,231,258631,231,258631,231,258 )))) (((( 798,150,630798,150,630798,150,630798,150,630 )))) (((( 166,919,372166,919,372166,919,372166,919,372△   △   △   △       ))))

現金預金 443,430,483 532,608,051 89,177,568△     

貯蔵品 3,911,525 2,860,725 1,050,800

補助活動資産 3,340,880 2,497,435 843,445

短期貸付金 4,700,000 2,400,000 2,300,000

未収入金 93,443,690 166,617,724 73,174,034△     

前払金 22,965,294 21,144,517 1,820,777

立替金 3,675,470 18,394,917 14,719,447△     

修学旅行費預り資産 55,763,916 51,627,261 4,136,655

資　　産　　の　　部　　合　計資　　産　　の　　部　　合　計資　　産　　の　　部　　合　計資　　産　　の　　部　　合　計 11,726,101,96311,726,101,96311,726,101,96311,726,101,963 11,971,826,24911,971,826,24911,971,826,24911,971,826,249 245,724,286245,724,286245,724,286245,724,286△   △   △   △       

2015年 3月31日

貸借対照表

本　年　度　末 増　　　　減前　年　度　末

資　　産　　の　　部



(単位　円)

科　　　目

固定負債固定負債固定負債固定負債 (((( 708,450,556708,450,556708,450,556708,450,556 )))) (((( 654,922,552654,922,552654,922,552654,922,552 )))) (((( 53,528,00453,528,00453,528,00453,528,004 ))))

長期未払金 3,282,211 5,692,975 2,410,764△      

退職給与引当金 662,603,243 607,329,996 55,273,247

役員退職給与引当金 5,839,998 2,959,998 2,880,000

修学旅行費預り金 36,725,104 38,939,583 2,214,479△      

流動負債流動負債流動負債流動負債 (((( 503,526,833503,526,833503,526,833503,526,833 )))) (((( 586,162,225586,162,225586,162,225586,162,225 )))) (((( 82,635,39282,635,39282,635,39282,635,392△    △    △    △        ))))

未払金 142,321,879 242,323,013 100,001,134△    

前受金 230,291,000 241,209,000 10,918,000△     

預り金 75,150,038 51,002,951 24,147,087

修学旅行費預り金 55,763,916 51,627,261 4,136,655

負　　債　　の　　部　　合　  計負　　債　　の　　部　　合　  計負　　債　　の　　部　　合　  計負　　債　　の　　部　　合　  計 1,211,977,3891,211,977,3891,211,977,3891,211,977,389 1,241,084,7771,241,084,7771,241,084,7771,241,084,777 29,107,38829,107,38829,107,38829,107,388△    △    △    △        

基　　本　　金　　の　　部

科　　　目

第１号基本金 15,400,462,342 15,275,639,322 124,823,020

第４号基本金 330,000,000 330,000,000 0

基　　本　　金　　の　　部　　合　  計基　　本　　金　　の　　部　　合　  計基　　本　　金　　の　　部　　合　  計基　　本　　金　　の　　部　　合　  計 15,730,462,34215,730,462,34215,730,462,34215,730,462,342 15,605,639,32215,605,639,32215,605,639,32215,605,639,322 124,823,020124,823,020124,823,020124,823,020

消　費　収　支　差　額　の　部

科　　　目

翌年度繰越消費支出超過額 5,216,337,768 4,874,897,850 341,439,918

消　費　収　支　差　額　の　部　合　計消　費　収　支　差　額　の　部　合　計消　費　収　支　差　額　の　部　合　計消　費　収　支　差　額　の　部　合　計 5,216,337,7685,216,337,7685,216,337,7685,216,337,768△ △ △ △     4,874,897,8504,874,897,8504,874,897,8504,874,897,850△ △ △ △     341,439,918341,439,918341,439,918341,439,918△   △   △   △       

科　　　目

負 債 の 部、基 本 金 の 部負 債 の 部、基 本 金 の 部負 債 の 部、基 本 金 の 部負 債 の 部、基 本 金 の 部

及 び 消費収支差額の部 合 計及 び 消費収支差額の部 合 計及 び 消費収支差額の部 合 計及 び 消費収支差額の部 合 計 11,726,101,96311,726,101,96311,726,101,96311,726,101,963 11,971,826,24911,971,826,24911,971,826,24911,971,826,249 245,724,286245,724,286245,724,286245,724,286△   △   △   △       

(注記)

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、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

　　退職給与引当金の額の算定方法は次のとおりである。

　　退職金の支給に備えるため、短期大学及び法人事務局の教職員に係る期末要支給額263,373,591円

　　の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を

　　加減した金額を計上している。また、高等学校以下の教職員に係る期末要支給額977,788,539円の

　　100%を基にして大阪府私学総連合会及び京都府私学退職金財団よりの交付金相当額を控除した金額

　　を計上している。

・役員退職給与引当金

　　理事および監事に係る退職給与引当金は、役員退職慰労金規程に基づいて役員退任慰労金の支給に

　　備えるため、期末要支給額の100%を計上している。

(2)その他の重要な会計方針

　　ア.有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　移動平均法に基づく原価法である。

　　イ.預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

　　　　預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

　　ウ.食堂その他の教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

　　　　補助活動に係る収支は総額で表示している。

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 8,711,441,721 円

4.徴収不能引当金の合計額 1,357,642 円

5.翌会計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 37,570,368 円

前　年　度　末 増　　　　減

本　年　度　末

本　年　度　末 前　年　度　末 増　　　　減

増　　　　減

本　年　度　末

前　年　度　末

前　年　度　末

負　　債　　の　　部

本　年　度　末 増　　　　減



6.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 (単位　円）

本年度末(2015年3月31日)

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 149,223,000 162,945,000 13,722,000

(うち満期保有目的の債券) (149,223,000) (162,945,000) (13,722,000)

時価が貸借対照表計上額を超えないもの 50,000,000 49,710,000 △ 290,000

(うち満期保有目的の債券) (50,000,000) (49,710,000) (△ 290,000)

合計 199,223,000 212,655,000 13,432,000

(うち満期保有目的の債券) (199,223,000) (212,655,000) (13,432,000)

(注)時価の算定方法

　　取引証券会社から提示された価格に基づき算定している。

(2)通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは

　  次のとおりである。

①2009年4月1日以降に開始したリース取引

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 11,261,175 円 5,774,495 円

その他の機器備品 1,426,656 円 645,876 円

合計 12,687,831 円 6,420,371 円

②2009年3月31日以前に開始したリース取引

            該当なし

(3)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。 (単位　円）

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)当法人所有地を大阪聖母保育園の敷地として社会福祉法人聖母学園に無償貸与している。

(注2)社会福祉法人聖母学園への貸付金は、内容を検討の上、理事会の承認により決定しており、返済期間は25年、

　　 1年据置き、月賦返済、無利息としている。なお、担保は受け入れていない。

貸借対照表計上額 時価 差額

役員の兼

任等

事実上の

関係

当法人所有地

の使用貸借契

約（注1）

- - -

長期貸付金 52,800,000

短期貸付金 2,400,000

-

取引金額 勘定科目 期末残高属性

役員、法人

等の名称

住所

資本金又は

出資金

関係法人

社会福祉法

人聖母学園

大阪府

寝屋川

市

- 兼任1名

事業内容

又は職業

議決権の所有割

合

関係内容

取引の内容

保育園の

経営

社会福祉法人で

あることから、

議決権等の所有

割合は定められ

ておりません。

-

建物建設資金

の貸付（注2）


