
資金収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(公益部門)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

収入の部 

科目 冰ﾈ蠅�決算 俚x穀�

学生生徒等納付金収入 �2ﾃ�#bﾃ��r�3,910,054 ��#�2ﾃ鼎r�

授業料収入 ��ﾃCッﾃcc��1,502,321 ��#�RﾃcS"�

入学金収入 �#C�ﾃ�S��244,535 ��#2ﾃCコ�

実習料収入 鼎迭ﾃSィ�514,361 ��#�づssr�

施設設備資金収入 �#C津c�"�254,753 ��#Rﾃ�s��

教材費収入 鉄3津ss��576,910 ��#3rﾃ�3��

その他の納付金収入 塔�2ﾃ3C2�817,174 ��#2ﾃ�3��

手数料収入 鼎bﾃ�c��47,016 ��#ゴb�

入学検定料収入 �3Bﾃゴ��35,687 ��#�3r�

試験料収入 途ﾃc���7,762 ��#�c"�

証明手数料収入 �2ﾃs���3,567 ��C2�

寄附金収入 ��Rﾃ����18,250 ��#2ﾃ#S��

特別寄附金収入 ��Rﾃ����17,650 ��#"ﾃcS��

一般寄付金収入 ���600 ��"緜���

補助金収入 ��c�ﾃ����198,935 ��#3づ�3R�

国庫補助金収入 ��C�ﾃ����172,702 ��#3"ﾃs�"�

東京都補助金収入 �#�ﾃ����26,233 ��#bﾃ#32�

資産運用収入 ��cRﾃ�3��282,489 ��#��rﾃCS��

受取利息.配当金収入 ��3Bﾃ33��152,716 ��#�づ3ッ�

施設設備利用料収入 都���557 ��C2�

通貨オプション収入 �3�ﾃ����129,216 ��#湯ﾃ#�b�

資産売却収入 ��ﾃCビﾃ�#R�2,381,344 ��#ンBﾃ#���

有価証券売却収入 ��ﾃCビﾃ�#R�2,379,622 ��#ン"ﾃC途�

事柄売却収入 ���1,722 ��#�ﾃs#"�

事業収入 ��"ﾃ#c��31,871 ��#�津c���

補助活動事業収入 涛c��16,687 ��#�Rﾃs#r�

公開講座収入 免ﾂﾃ3���15,184 ��#2ﾃャB�

雑収入 鼎Bﾃ�3b�143,879 ��#湯ﾃsC2�

退職金社団等交付金収入 ��bﾃS3b�83,173 ��#cbﾃc3r�

その他の収入 �#rﾃc���60,706 ��#32ﾃ��b�

前受金収入 ��ﾃcs2ﾃC���1,723,355 ��#C津鼎r�

授業料前受金収入 鼎�bﾃsィ�411,760 ��#Bﾃ都b�

入学金前受金収入 �#�Bﾃ�S��191,820 ��"ﾃ#3��

実習料前受金収入 ��C2ﾃSsR�151,003 ��#rﾃC#��

施設設備資金前受金収入 ����ﾃ�3B�184,270 ��#2ﾃ�3b�

教材費前受金収入 �3sRﾃC#��352,986 �#"ﾃC3B�

その他前受金納付金収入 �3c"ﾃCCR�431,516 ��#c津�s��



科目 冰ﾈ蠅�決算 俚x穀�

その他の収入 �#��ﾃSs��337,995 ��#CbﾃC�b�

前期末未収入金収入 都�ﾃs�"�101,176 ��#3�ﾃCsB�

貸付金回収収入 ���ﾃピr�8,793 �"ﾃ�ィ�

預け金回収収入 ���1,211 ��#�ﾃ#���

その他収入 �#��ﾃ����226,815 ��#�bﾃ��R�

資金収入調整勘定 ��#�ﾃ�#"ﾃ�唐�△1,966,103 ��CBﾃ��R�

期末未収入金 ��#Cづ����△132,174 塔Bﾃ�sB�

前期末前受金 ��#�ﾃssBﾃ�唐�△1,833,929 鉄津�3��

前年度繰越支払資金 ��ﾃ3C2ﾃ�途�1,343,097 ���

収入の部合計 途ﾃ#C�ﾃ��B�8,452,182 ��#�ﾃ#��ﾃ3s��

支出の部 

科目 冰ﾈ蠅�決算 俚x穀�

人件費支出 �"ﾃ�S"ﾃ�cB�2,073,923 都づ#C��

教員人件費支出 ��ﾃ##津S#B�1,167,811 田�ﾃs�2�

職員人件費支出 塔SBﾃ�C��769,203 塔Bﾃ�3r�

役員報酬支出 鼎�ﾃ����38,092 �"ﾃ����

退職金支出 �#rﾃc���98,817 ��#s�ﾃ#�r�

教育研究経費支出 ��ﾃ#C津sS2�1,504,953 ��##SRﾃ#���

通信教育業務委託費支出 �3rﾃ#���36,875 售3#R�

消耗品費支出 鉄�津��"�511,870 ��#�ﾃ鉄��

研究費支出 ��RﾃC���15,213 ��ビ�

光熱水費支出 ���づ3�"�110,201 ��#�ﾃ����

通信費支出 湯ﾃ#c��31,048 ��##�ﾃsモ�

印刷費支出 ��Rﾃ�s��14,745 鼎#R�

出版物資支出 �"ﾃ�3��2,285 ��#�Cr�

旅費交通費支出 ��3"ﾃss��135,015 ��#"ﾃ#3b�

奨学費支出 塔bﾃs唐�107,396 ��##�ﾃS唐�

修繕費支出 ��#Bﾃ�3R�123,670 鼎cR�

賃借料支出 鼎�ﾃ3コ�110,617 ��#c津#3"�

福利厚生費支出 �#Bﾃs迭�29,196 ��#BﾃC���

支払報酬手数料支出 ��#津3���263,695 ��#�3Bﾃ3�R�

校外授業費支出 鉄���390 �����

その他支出 ��"ﾃS���12,737 ��###��

管理経費支出 鉄3"ﾃ�cb�802,123 ��##c津鉄r�

消耗品費支出 田2ﾃ�S��119,882 ��#Sbﾃ�3"�

光熱水費支出 迭ﾃ�C��14,571 ��#津C#2�

通信費支出 �#�ﾃ3�2�68,612 ��#Crﾃ3���

印刷費支出 ��づc���17,733 涛Cr�

旅費交通費支出 �#Rﾃ#���37,403 ��#�"ﾃ��2�

修繕費支出 迭ﾃ�C��13,287 ��#づ#Cr�

賃借料支出 �3rﾃSsR�45,766 ��#づ����

公租公課支出 ��bﾃ�SR�32,236 ��#�bﾃ����



科目 冰ﾈ蠅�決算 俚x穀�

広告費支出 �#��ﾃ#�R�215,189 ��#Bﾃ塔B�

福利厚生費支出 ��づ�3R�22,941 ��#Bﾃ��b�

支払報酬手数料支出 都�ﾃSS��148,944 ��#srﾃ3釘�

渉外費支出 ��2ﾃsC��27,039 ��#�2ﾃ#湯�

その他支出 �#bﾃ#迭�38,520 ��#�"ﾃ##R�

借入金等利息支出 �3rﾃ��"�37,002 ���

借入金利息支出 �3rﾃ��"�37,002 ���

借入金等返済支出 ��s2ﾃS���173,518 ���

借入金返済支出 ��s2ﾃS���173,518 ���

施設関係支出 ���ﾃs���111,672 ��#���ﾃ都"�

建物支出 途ﾃSS��96,683 ��#ヲﾃ�32�

構築物支出 �2ﾃ�S��7,334 ��#Bﾃ�ィ�

建設仮勘定支出 ���7,655 ��#rﾃcSR�

設備関係支出 ���2ﾃ3S��434,476 ��#3#�ﾃ�#b�

教育研究用機器備品支出 鉄bﾃ�S��340,557 ��##ィﾃC�r�

その他の機器備品支出 鉄Rﾃ����76,733 ��##�ﾃs32�

図書支出 �"ﾃ#���1,516 励cィ�

車柄支出 ���15,670 ��#�Rﾃcs��

資産運用支出 ��ﾃ3��ﾃ����2,179,050 ��#sヲﾃ�S��

有価証券購入支出 ��ﾃ3��ﾃ����2,179,050 ��#sヲﾃ�S��

その他の支出 蔦3��ﾃ#3B�852,419 ��#Cc�ﾃ�コ�

前期末未払金支払支出 �#C�ﾃ�s��681,678 ��#CC�ﾃS���

前払金支払支出 都�ﾃ����71,293 ��#��2�

保険積立金支出 鼎2ﾃ����42,100 ��ﾃ����

販売用品支出 ���5,136 ��#Rﾃ�3b�

仮受金支払支出 ��ﾃccb�2,283 ��#c�r�

その他支出 �32ﾃ3���49,929 ��#�bﾃS3��

[予備費] 薬イ"ﾃ����� 梯�

資金支出調整勘定 ��##cRﾃc���△474,712 �#�津��"�

期末未払金 ��#�s2ﾃ3���△295,438 ��#"ﾃ�3��

前期末前払金 ��#�"ﾃ3���△179,274 塔bﾃ都B�

次年度繰越支払資金 ��ﾃCSrﾃS�r�757,758 田湯ﾃsS��

支出の部合計 途ﾃ#C�ﾃ��B�8,452,182 ��#�ﾃ#��ﾃ3s��



消費収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(公益部門)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

消費収入の部 

科目 冰ﾈ蠅�決算 俚x穀�

学生生徒等納付金 �2ﾃ�#bﾃ��r�3,910,054 ��#�2ﾃ鼎r�

手数料 鼎bﾃ�c��47,016 ��#ゴb�

寄附金 ��Rﾃ����18,401 ��#2ﾃC���

特別寄附金 ��Rﾃ����17,650 ��#"ﾃcS��

一般寄付金 ���600 ��#c���

現物寄附金 ���151 ��#�S��

補助金 ��c�ﾃ����198,935 ��#3づ�3R�

国庫補助金 ��C�ﾃ����172,702 ��#3"ﾃs�"�

東京都補助金 �#�ﾃ����26,233 ��#bﾃ#32�

資産運用収入 ��cRﾃ�3��282,489 ��#��rﾃCS��

資産売却差額 都"ﾃ����120,218 ��#Cづ#���

有価証券売却差額 都"ﾃ����120,067 ��#Cづ�cr�

車輪売却差額 ���151 ��#�S��

事業収入 ��"ﾃ#c��31,871 ��#�津c���

補助活動事業収入 涛c��16,687 ��#�Rﾃs#r�

公開講座収入 免ﾂﾃ3���15,184 ��#2ﾃャB�

雑収入 鼎Bﾃ�3b�143,879 ��#湯ﾃsC2�

退職金社団等交付金収入 ��bﾃS3b�83,173 ��#cbﾃc3r�

その他の収入 �#rﾃc���55,609 ��##づ����

為替差益 ���5,097 ��#Rﾃ�途�

帰属収入合計 釘ﾃ3C�ﾃc�2�4,752,863 ��#C�"ﾃ�s��

基本金組入額合計 ��#�#Bﾃ�S��△884,638 都c�ﾃSモ�

消費収入の部合計 釘ﾃ#�bﾃcC2�3,868,225 �3CづC���

消費支出の部 

科目 冰ﾈ蠅�決算 俚x穀�

人件費 �"ﾃ�sRﾃccB�2,085,313 涛�ﾃ3S��

教員人件費 ��ﾃ##津S#B�1,167,811 田�ﾃs�2�

職員人件費 塔SBﾃ�C��769,204 塔Bﾃ�3b�

役員報酬 鼎�ﾃ����38,092 �"ﾃ����

退職金 ��Bﾃ����82,014 ��#cづ��B�

退職給与引当金繰入額 �3rﾃ����28,192 唐ﾃ����

教育研究経費 ��ﾃSCbﾃ��2�1,889,597 ��#3C"ﾃc釘�

通信教育業務委託費 �3rﾃ#���36,875 �3#R�

消耗品費 鉄�津��"�512,362 ��#"ﾃCS��

研究費 ��RﾃC���15,213 ��ビ�

光熱水費 ���づ3�"�110,201 ��#�ﾃ����

通信費 湯ﾃ#c��31,048 ��##�ﾃsモ�

印刷費 ��Rﾃ�s��14,745 鼎#R�



科目 冰ﾈ蠅�決算 俚x穀�

出版物費 �"ﾃ�3��2,285 ��#�Cr�

旅費交通費 ��3"ﾃss��135,015 ��#"ﾃ#3b�

奨学費 塔bﾃs唐�107,396 ��##�ﾃS唐�

修繕費 ��#Bﾃ�3R�123,670 鼎cR�

賃借料 鼎�ﾃ3コ�110,617 ��#c津#3"�

福利厚生費 �#Bﾃs迭�29,196 ��#BﾃC���

支払報酬手数料 ��#津3���263,695 ��#�3Bﾃ3�R�

校外授業費 鉄���390 �����

減価償却額 �#途ﾃ�S��384,152 ��#ビﾃ��"�

その他 ��"ﾃS���12,737 ��###��

管理経費 鉄��ﾃ��b�934,550 ��#3C2ﾃS3B�

消耗品費 田2ﾃ�S��119,882 ��#Sbﾃ�3"�

光熱水費 迭ﾃ�C��14,571 ��#津C#2�

通信費 �#�ﾃ3�2�68,612 ��#Crﾃ3���

印刷費 ��づc���17,733 涛Cr�

旅費交通費 �#Rﾃ#���37,403 ��#�"ﾃ��2�

修繕費 迭ﾃ�C��13,287 ��#づ#Cr�

賃借料 �3rﾃSsR�45,766 ��#づ����

公租公課 ��bﾃ�SR�32,236 ��#�bﾃ����

広告費 �#��ﾃ#�R�215,189 ��#Bﾃ塔B�

福利厚生費 ��づ�3R�22,941 ��#Bﾃ��b�

支払報酬手数料 都�ﾃSS��148,944 ��#srﾃ3釘�

渉外費 ��2ﾃsC��27,039 ��#�2ﾃ#湯�

通貨オプション評価損 ���60,294 ��#c�ﾃ#釘�

減価償却額 鉄づゴ��59,826 ��#都b�

その他 �#bﾃ#迭�50,827 ��##BﾃS3"�

借入金等利息 �3rﾃ��"�37,002 ���

借入金利息 �3rﾃ��"�37,002 ���

資産処分差額 ���64,054 ��#cBﾃ�SB�

その他の資産処分差額 ���64,054 ��#cBﾃ�SB�

徴収不能引当金繰入額 免ﾂﾃ#���165,851 ��#�SBﾃcS��

徴収不能額 ���23,745 ��##2ﾃsCR�

[予備費] 薬イ"ﾃ�����/ 梯�

支出の部合計 釘ﾃ3c�ﾃsコ�5,200,112 ��#�3づ3#r�

当年度消費収入超過額 ��#�CRﾃ�C"�△1,331,887 ��

前年度繰越消費収入超過額 鼎c津�#"�469,822 梯�

翌年度繰越消費収入超過額 �3#Bﾃc���△862,065 梯�



貸借対照表

平成20年3月31日

(公益部門)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

資産の部 

科目 冏ｹD�7永b�前年度末 ��ﾘﾋ��

固定資産 �#�ﾃS3bﾃcc"�21,898,651 ��#3c�ﾃ塔��

有形固定資産 ��RﾃcCRﾃ#SB�15,543,957 ����ﾃ#途�

土地 澱ﾃSビﾃCc��6,587,460 ���

建物 途ﾃ鼎Bﾃ都��8,337,676 ��#3�"ﾃc途�

構築物 田津3sr�72,932 ��#2ﾃSSR�

教育研究用機器備品 田s�ﾃsィ�237,635 鼎3Bﾃ�C��

図圭 �##bﾃSS��224,920 ��ﾃc3��

建設仮勘定 途ﾃcSR�0 途ﾃcSR�

その他 ��3rﾃCC��83,334 鉄Bﾃ��B�

その他の固定資産 迭ﾃン�ﾃC���6,354,694 ��#Cc2ﾃ#ッ�

有価証券 �"ﾃ�3"ﾃ田��2,278,101 ��#�CRﾃ�C��

収益事業元入金 �2ﾃ33rﾃSs2�3,337,573 ���

長期貸付金 田�ﾃ��b�183,957 ��#�#2ﾃイ��

敷金 ���ﾃC3B�209,910 ��#�湯ﾃCsb�

保健積立金 �#�"ﾃ�迭�251,372 �3�ﾃ�#2�

その他 田づ�#��93,781 ��##RﾃcS"�

流動資産 ��ﾃ��rﾃ�32�1,701,914 ��#c釘ﾃs���

現金預金 都SrﾃsS��1,343,097 ��#Sコﾃ33��

未収入金 ��#づ�3��146,540 ��#�づC���

販売用品 澱ﾃSィ�1,447 迭ﾃ�3r�

前払金 都�ﾃ#�2�179,274 ��#��rﾃ塔��

預け金 湯ﾃ��B�0 湯ﾃ��B�

その他 �32ﾃCSR�31,556 ��ﾃン��

資産の部合計 �#"ﾃSC2ﾃs迭�23,600,565 ��#�ﾃ�Sbﾃss��

負債の部 

科目 冏ｹD�7永b�前年度末 ��ﾘﾋ��

固定負債 ��ﾃsッﾃs釘�1,896,477 ��#��津c�2�

長期借入金 ��ﾃ3#2ﾃc#��1,504,986 ��#���ﾃ3cb�

退職給与引当金 �3crﾃ�#r�355,737 免ﾂﾃ3���

その他 涛bﾃ�Cr�35,754 田�ﾃ#�2�

流動負債 �"ﾃ#S津ツ��2,759,707 ��#C湯ﾃ�3��

短期借入金 ����ﾃ3cb�173,518 途ﾃイ��

未払金 �#迭ﾃCCB�681,678 ��#3ッﾃ#3B�

前受金 ��ﾃs#2ﾃ3�2�1,836,029 ��#��"ﾃs�b�

その他 鉄津sCR�68,482 ��#づs3r�

負債の部合計 釘ﾃ�Cbﾃcc"�4,656,184 ��#c�津S#"�

基本金の部 



科目 冏ｹD�7永b�前年度末 ��ﾘﾋ��

第1号基本金 ��づ都"ﾃ�唐�18,087,559 塔ィﾃc3��

第4号基本金 �3ビﾃ����387,000 ���

基本金の部合計 ��津3S津�唐�18,474,559 塔ィﾃc3��

消費収支差額の部 

科目 冏ｹD�7永b�前年度末 ��ﾘﾋ��

翌年度繰越消費収入超過額 ��#ツ"ﾃ�cR�469,822 ��#�ﾃ33�ﾃャr�

消費収支差額の部合計 ��#ツ"ﾃ�cR�469,822 ��#�ﾃ33�ﾃャr�

科目 冏ｹD�7永b�前年度末 ��ﾘﾋ��

22,543,795 �#2ﾃc��ﾃScR�△1,056,770 



財　産　目　録

平成20年3月31日現在

区　　　　　　分 金　　　　　額

資　産　額

1.基本財産

土　　地　　校地･福利厚生施設敷地

建　　物　　校舎･福利厚生施設

建設仮勘定

教具･校具･その他の備品

図　　　書

構　築　物

そ　の　他

2.運用財産

現金預金

有価証券

収益事業元入金

保険積立金

未収入金

そ　の　他　　貸付金･前払金等

3.収益事業用財産

土　　地　　賃貸用･店舗用建物敷地

建　　物　　賃貸用･店舗用建物

不動産賃貸用､美容業用機器及び備品

現金預金

そ　の　他　　未収入金･前払金等

資産総額

負　債　額

1.固定負債

長期借入金　銀　行

退職給与引当金

そ　の他　　預り敷金等

2.流動負債

短期借入金　銀　行

前　受　金　学生生徒等納付金

未　払　金

そ　の　他　　預り金等

負債総額

正味財産(資産総額一負債総額)

15,509,749千円

68,060.53　m2　　6,464,351千円

36,935.17　m2　　7,944,979千円

7,655千円

37,845　点　　　795,468千円

36,638　冊　　　226,551千円

69,377千円

1,368千円

7,034,046千円

757,758千円

2,136,448千円

3,337,573千円

282,195千円

128,139千円

391,933千円

4,375,424千円

3,549.18　m2　　346,685千円

14,921.71 m2　　3,942,617千円

33,166千円

44,913千円

8,043千円

26,919,219千円

2,846,539千円

2,277,000千円

376,339千円

193,200千円

2,398,967千円

312,000千円

1,723,313千円

296,838千円

66,816千円

5,245,506千円

21,673,713千円



貸借対照表

平成20年3月31日

(収益事業)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

資産の部 

科目 冏ｹD�7永b�前年度末 ��ﾘﾋ��

流動資産 鼎津3c��86,297 ��#3bﾃ�#���#bﾃ�cb�

現金預金 鼎Bﾃ��2�51,079 

未収入金 �"ﾃピB�34,750 ��#3�ﾃピb�

その他 ��ﾃS���468 ��ﾃ��2�

固定資産 釘ﾃ3#bﾃ�Sb�4,339,724 ��#�2ﾃcc��

有形固定資産 釘ﾃ3#bﾃ�Sb�4,339,724 ��#�2ﾃcc��

土地 �3Cbﾃcッ�346,686 ���

建物 �2ﾃ鼎"ﾃc�r�3,987,987 ��#CRﾃ3s��

その他 �3bﾃsS2�5,051 �3�ﾃs�"�

その他の固定資産 ���0 ���

資産の部合計 釘ﾃ3sRﾃC#B�4,426,021 ��#S�ﾃS途�

負債の部 

科目 冏ｹD�7永b�前年度末 ��ﾘﾋ��

流動負債 ��3津�湯�130,434 唐ﾃccR�

短期借入金 ��3�ﾃc3B�124,982 迭ﾃcS"�

前受収益 �"ﾃssb�2,575 �#���

その他 迭ﾃcヲ�2,877 �"ﾃ��"�

固定負債 ��ﾃ�S津sCR�1,113,789 ��#SBﾃ�CB�

長期借入金 涛S2ﾃ3���1,084,014 ��#�3�ﾃc3B�

退職給与引当金 湯ﾃ#�2�4,149 迭ﾃ�cB�

その他 涛rﾃ�S"�25,626 都�ﾃS#b�

負債の部合計 ��ﾃ�唐ﾃイB�1,244,223 ��#CRﾃ3s��

正味財産の部 

科目 冏ｹD�7永b�前年度末 ��ﾘﾋ��

元入金 �2ﾃ33rﾃSs2�3,337,572 ���

利益剰余金 ��#�c�ﾃ涛2�△155,774 ��#Rﾃ#���

当期未処理損失 ��c�ﾃ涛2�155,774 迭ﾃ#���

基本金の部合計 �2ﾃ�sbﾃS���3,181,798 ��#Rﾃ#���

消費収支差額の部 

科目 冏ｹD�7永b�前年度末 ��ﾘﾋ��

負債の部､基本金の部及び消費 収支差額の部合計 釘ﾃ3sRﾃC#B�4,426,021 ��#S�ﾃS途�



(収益事業)

損　益　計　算　書

平成19年4月1日から

平成20年3月31日まで

(単位　千円)

Ⅰ営業損益　の部

(1)営業収益

不動産賃貸料収入　　　　　　　　249,888

その他の収入　　　　　　　　　　12,563　　　　262,451

(ii)営業費用

人件費　　　　　　　　　　　　　　61 ,476

退職給与引当金繰入　　　　　　　　5,304

賞与引当金繰入　　　　　　　　　　4,295

支払手数料　　　　　　　　　　41,456

公租公課　　　　　　　　　　　　7,135

減価償却費　　　　　　　　　108,835

その他の費用

営　業利　益

Ⅱ営業外損益の部

(i)営業外収益

(ii)営業外費用

経　常　損失

税引前当期純損失

当期純損失

20,976　　　　　249,477


