
科目 本年度末 前年度末 増　　減

 　　土地      9,751,861,854 189,538,000      9,562,323,854 

 　　建物     14,764,746,513 890,439,186     13,874,307,327 

 　　構築物 432,992,860 51,078,825 381,914,035 

 　　教育研究用機器備品      1,335,499,423 △ 59,264,870     1,394,764,293 

 　　管理用機器備品 65,906,493 7,163,302 58,743,191 

 　　図書      1,950,640,692 66,248,298      1,884,392,394 

 　　車両 2 0 2 

 　　建設仮勘定 531,014,700 △ 524,683,960     1,055,698,660 

 　　退職給与引当特定資産      1,700,000,000 0      1,700,000,000 

 　　減価償却引当特定資産      1,000,000,000 0      1,000,000,000 

 　　第２号基本金引当特定資産      1,800,000,000 △ 1,020,000,000     2,820,000,000 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ基金引当特定資産 17,028,124 △ 12,705,76729,733,891 

 　　昭和学園奨学金基金引当特定資産 43,226,381 △ 101,775,419145,001,800 

 　　人見記念奨学金基金引当特定資産 56,837,787 2,421,100 54,416,687 

 　　坂東眞理子基金引当特定資産 88,071,107 3,107,106 84,964,001 

 　　砂原育英基金引当特定資産 0 △ 2,033,2172,033,217 

 　　稲穂奨励基金引当特定資産 0 △ 2,550,0002,550,000 

 　　熊沢育英基金引当特定資産 0 △ 2,000,0002,000,000 

 　　水上奨励基金引当特定資産 0 △ 820,000820,000 

 　　奨学基金引当特定資産 19,940,217 19,940,217 0 

 　　施設利用権 322,514,000 △ 20,000,000342,514,000 

 　　有価証券      2,472,946,584 △ 2,173,902,820     4,646,849,404 

 　　長期貸付金      2,885,419,083 △ 180,061,000     3,065,480,083 

 　　昭和学園奨学金貸付金 356,773,619 151,775,419 204,998,200 

 　　人見記念奨学金貸付金 352,103,046 △ 6,266,100358,369,146 

 　　敷金 17,037,500 50,000 16,987,500 

ソフトウェア 11,777,213 △ 5,186,46216,963,675 

 　　排出クレジット 1,080,000 1,080,000 0 

 　　現金預金      7,435,215,869      1,842,515,070      5,592,700,799 

 　　未収入金 336,459,884 75,295,002 261,164,882 

 　　貯蔵品 1,990,802 △ 1,328,3953,319,197 

 　　短期貸付金 179,495,000 0 179,495,000 

 　　有価証券      2,425,819,000      1,608,334,000 817,485,000 

 　　前払金 86,797,903 81,788 86,716,115 

 　　立替金 1,835,370 △ 2,276,7344,112,104 

 　　仮払金 106,777,545 28,139,027 78,638,518 

平成28年 3月31日

(単位　円)



科目 本年度末 前年度末 増　　減

 　　長期借入金        909,240,000      1,113,510,000  △    204,270,000 

 　　退職給与引当金      3,060,291,913      3,003,942,002         56,349,911 

 　　長期未払金         52,985,769        110,027,679  △     57,041,910 

 　　短期借入金        204,670,000        204,070,000            600,000 

 　　未払金        800,145,272        659,796,304        140,348,968 

 　　前受金      2,849,225,500      2,736,909,422        112,316,078 

 　　預り金        665,537,455        645,891,123         19,646,332 

科目 本年度末 前年度末 増　　減

 　　第１号基本金     50,771,074,984     49,660,124,712      1,110,950,272 

 　　第２号基本金      1,800,000,000      2,820,000,000  △  1,020,000,000 

 　　第４号基本金        747,000,000        747,000,000                  0 

 　　翌年度繰越収支差額  △ 11,308,362,322  △ 11,971,814,267        663,451,945 



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

・・・ 債権の徴収不能に備えるため、期末日に当年度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

・・・ 大学等の教職員に係る退職金の支給に備えるため、期末要支給額3,898,800,166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積額と交付金の累積額との調整額を加減した

 金額を計上している。高等学校以下の教職員に係る退職金の支給に備えるため、期末要支給額

 1,314,293,418円から東京都私学財団からの交付金を控除した額の100％を計上している。

（２） その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方 ・・・ 移動平均法に基づく原価法による。

外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

・・・ 外貨建短期金銭債権債務については、期末日の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権

債務については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

・・・ 預り金・仮払金等に係る収入と支出は相殺して表示している。

２． 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成２５年４月２２日文部科学省令第１５号）に基づき、計算書類の様式を変更した。

なお貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

３． 減価償却額の累計額の合計額 円

４． 徴収不能引当金の合計額 円

５． 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 円

６． 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 円

７． 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しません。

８． 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

①総括表 (単位　円）

②明細表 (単位　円）

（２） デリバティブ取引

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 (単位　円）

（注 1）　上記、為替予約取引は将来の為替の変動によるリスク回避を目的としている。

（注 2）　時価の算定方法・・・先物為替相場によっている。

　　時価が貸借対照表計上額を超えるもの 5,232,332,000 5,671,351,000 439,019,000

　　（うち満期保有目的の債券） (3,732,332,000) (3,917,101,000) (184,769,000)

22,898,622,408

10,766,200

345,627,508

1,302,730,100

　
当年度（平成28年3月31日）

貸借対照表計上額 時価 差額

合計 9,613,869,200 9,997,820,221 383,951,021

　　（うち満期保有目的の債券） (6,866,786,000) (7,029,431,000) (162,645,000)

　　時価が貸借対照表計上額を超えないもの 4,381,537,200 4,326,469,221 △ 55,067,979

　　（うち満期保有目的の債券） (3,134,454,000) (3,112,330,000) (△22,124,000)

　　債券 7,113,869,200 7,272,770,221 158,901,021

　　株式 - - -

　　時価のない有価証券 10,000,000

　　有価証券合計 9,623,869,200

　
当年度（平成28年3月31日）

貸借対照表計上額 時価 差額

　　その他 - - -

合計 9,613,869,200 9,997,820,221 383,951,021

　　投資信託 2,500,000,000 2,725,050,000 225,050,000

　　貸付信託 - - -

　　時価のない有価証券 10,000,000

　　有価証券合計 9,623,869,200

対象物 種類

当年度（平成28年3月31日）

契約額等
契約額等の
うち1年超

△4,726,800 △4,726,800

時価 評価損益

為替予約取引 買建　　　米ドル 136,562,400 - △4,726,800 △4,726,800

合　　　　　計 136,562,400 -



（３） 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の２分の１以上である会社の状況は次のとおりである。

①名称及び事業内容 　株式会社　カリヨン 　　施設総合管理業務等

②資本金の額 円

③学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日

円 200株 100%

④当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額

寄附の金額 　 　 円 　

取引の金額 円 　

施設貸出業務 （ 円） 　

物品販売代理業務 （ 円）

傷害保険代理業務 （ 円）

⑤当該会社の債務に係る保証債務 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

（４） 偶発債務

下記について債務保証を行っている。

学生の利子給付奨学金返済に伴う㈱りそな銀行への債務保証 円

（５） 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。

①　平成21年4月1日以降に開始したリース取引

教育研究用機器備品 円 円

その他の機器備品 円 円

教育研究用消耗品 円 円

②　平成21年3月31日以前に開始したリース取引

その他の機器備品 円 円

（６） 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）

議決権

の所有 役員の 事業上

割合 兼任等 の関係

関係法人 Showa 420 　　 なし 教育事業 なし ２名 留学先 業務委託費の

Boston Ｐｏｎｄ 兼任 支払　

Institute Ｓｔｒｅｅｔ． 施設使用料の

ｆｏｒ Ｂｏｓｔｏｎ 支払　

Ｌａｎｇｕａｇｅ MA2130 貸付金の回収 短期貸付金

ａｎｄ 注１) 長期貸付金

Ｃｕｌｔｕｒｅ ＵＳＡ

Ｉｎｃ．

関係法人 特定非営利 東京都 なし 保育事業 なし ２名 子育て 施設の賃貸

活動法人 世田谷区 兼任 事業 注2)

ＮＰＯ昭和 太子堂 貸付金の回収 短期貸付金

1-7-57 注3) 長期貸付金

　 　

理事長 坂東眞理子 - - - - - 被債務保証

　 　 　 日本私立学校 　

　 　 振興・共済 　 　

　 　 事業団借入金   

　 東京都私学

財団借入金

　 　 注4)

取引条件及び取引条件の決定方針等

　注1） 当学校法人の学生の留学先であり、留学受入の必要経費を勘案し、協議の上、業務委託料及び施設使用料を決定している。施設設備

　　　　取得資金の貸付を行っており、無利息としている。

　注2） 施設の賃貸は、近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸借契約を締結している。

　注3） 当学校法人が設立する際に開設準備資金の貸付を行っており、無利息としている。

　注4） 当学校法人は債務保証を受けているが、保証料は支払っていない。

10,000,000

平成17年12月1日 10,000,000

28,000,000

45,533,374

15,092,633

3,156,276

5,068,410 649,050

2,813,250 562,650

リース資産の種類 リース料総額 未経過リース料期末残高

27,284,465

34,364,513

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

166,720,015 62,705,318

11,337,228 0

取引の内容 取引金額 勘定科目 期末残高法人等

の名称

属性

役員、

住所
資本金
又は

出資金

事業内容
又は職業

関係内容

174,735,000 174,735,000

2,810,900,683

20,352,000 - -

368,332,935 - -

154,739,000 仮払金 71,418,000

- 　 - -

1,111,110,000

2,800,000

4,760,000 4,760,000

 68,960,000
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