
貸　借　対　照　表
平成26年 3月31日

（単位　円）
資産の部

科　　　目 本年度末 前年度末 増　　減
固定資産 77,903,055,477 78,909,431,900 △ 1,006,376,423
　有形固定資産 69,816,333,639 68,722,614,095 1,093,719,544
　　土地 6,621,519,774 6,621,519,774 0
　　建物 48,474,569,067 48,077,279,146 397,289,921
　　構築物 1,880,756,494 1,531,162,451 349,594,043
　　教育研究用機器備品 5,444,528,168 4,888,894,228 555,633,940
　　その他の機器備品 259,348,505 239,536,419 19,812,086
　　図書 6,356,280,841 6,389,509,004 △ 33,228,163
　　車輌 11,042,371 6,369,073 4,673,298
　　建設仮勘定 768,288,419 968,344,000 △ 200,055,581

　その他の固定資産 8,086,721,838 10,186,817,805 △ 2,100,095,967
　　借地権 7,965,250 7,965,250 0
　　電話加入権 20,689,483 20,689,483 0
　　施設利用権 2,775,549 3,210,068 △ 434,519
　　有価証券 2,316,323,000 4,016,303,000 △ 1,699,980,000
　　長期貸付金 132,800,000 126,450,000 6,350,000
　　長期性預金 800,000,000 1,400,000,000 △ 600,000,000
　　退職給与引当特定資産 3,000,000,000 3,000,000,000 0
　　第３号基本金引当資産 799,550,128 799,550,128 0
　　敷金・保証金 437,605,820 443,007,820 △ 5,402,000
　　指定金銭信託 500,000,000 300,000,000 200,000,000
　　長期未収入金 69,012,608 69,642,056 △ 629,448

流動資産 37,753,537,586 33,027,283,532 4,726,254,054
　現金預金 25,306,550,810 20,247,355,795 5,059,195,015
　未収入金 10,536,572,972 10,811,135,973 △ 274,563,001
　貯蔵品 161,750,683 144,099,358 17,651,325
　短期貸付金 55,300,000 50,500,000 4,800,000
　有価証券 1,499,980,000 1,603,666,057 △ 103,686,057
　前払金 189,537,800 151,209,834 38,327,966
　仮払金 3,845,321 19,316,515 △ 15,471,194

資産の部合計 115,656,593,063 111,936,715,432 3,719,877,631

負債の部
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　減

固定負債 24,005,665,498 25,965,778,836 △ 1,960,113,338
　長期借入金 3,887,170,000 5,947,820,000 △ 2,060,650,000
　退職給与引当金 20,118,495,498 20,017,958,836 100,536,662

流動負債 14,156,980,496 12,681,333,364 1,475,647,132
　短期借入金 2,060,650,000 1,895,650,000 165,000,000
　未払金 7,938,087,318 6,623,366,063 1,314,721,255
　前受金 3,287,871,000 3,233,435,000 54,436,000
　預り金 849,142,442 897,902,083 △ 48,759,641
　未払費用 21,229,736 30,980,218 △ 9,750,482

負債の部合計 38,162,645,994 38,647,112,200 △ 484,466,206

基本金の部
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　減

　第１号基本金 135,156,012,033 131,747,156,797 3,408,855,236
　第３号基本金 799,550,128 799,550,128 0
　第４号基本金 5,857,000,000 4,823,000,000 1,034,000,000
基本金の部合計 141,812,562,161 137,369,706,925 4,442,855,236

消費収支差額の部
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　減

翌年度繰越消費支出超過額 64,318,615,092 64,080,103,693 238,511,399
消費収支差額の部合計 △ 64,318,615,092 △ 64,080,103,693 △ 238,511,399

科　　　目 本年度末 前年度末 増　　減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 115,656,593,063 111,936,715,432 3,719,877,631



注記事項 

1. 重要な会計方針 

（1） 引当金の計上基準 

 徴収不能引当金 

未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等に基 

づき、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に徴収可能性を検討し、徴収不能見込 

額を計上している。 

退職給与引当金 

退職金の支給に備えるため、大学等の教職員については退職金期末要支給額 

17,724,990,700 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 

の累積額との繰入れ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ついては退職金期末要支給額 2,186,645,800 円の 100%を計上して 

いる。 

      役員については退職金期末要支給額 26,590,500 円の 100％の金額を計上している。なお、 

      役員退職給与引当金については、平成 24 年度より退職給与引当金に含めて計上している。 

 

（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法 

   移動平均法に基づく原価法である。 

たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    貯蔵品のうち、薬品と診療材料は先入先出法に基づく原価法によっている。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

のうち、リース取引開始日が平成 21 年 3 月 31 日以前のリース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 

減価償却の方法等 

   平成 14 年 4 月 1 日より前に取得したものは残存価額を取得価額の 10％、平成 14 年 4 月 

1 日以降に取得したものは残存価額を１円とする定額法による減価償却を実施している。 

耐用年数は当法人の固定資産管理規則に基づいており、主な耐用年数は次のとおりである。 

    建物    15 年～60 年 

    構築物   10 年～30 年 

    機器備品   6 年 

減価償却資産の計上基準 

耐用年数が 1 年以上の有形固定資産(土地、図書を除く)のうち、1 個又は 1 組の価額が 20

万円以上のものを減価償却資産として計上している。但し、少額でも助成金等で購入した

もの又は基本金組入れの対象とするのが適当なもの等特に重要と認められるものについて

はこれを減価償却資産として計上している。 

 

 



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                 71,428,851,266 円 

４. 徴収不能引当金の合計額                    158,781,939 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                                  1,614,579,305 円 

           建    物                               8,470,467,277 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 

6,558,163,974 円 

７. 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） 

種   類  
当年度(平成２６年３月３１日) 

貸借対照表計上額 時  価 差  額 

 時価が貸借対照表計上額を超えるもの 4,196,303,000 4,260,606,200 64,303,200 

  （うち満期保有目的の債券） (4,196,303,000) (4,260,606,200) (64,303,200) 

 時価が貸借対照表計上額を超えないもの 500,000,000 475,682,000 △ 24,318,000 

  （うち満期保有目的の債券） (500,000,000) (475,682,000) (△ 24,318,000) 

   合    計 4,696,303,000 4,736,288,200 39,985,200 

  （うち満期保有目的の債券） (4,696,303,000) (4,736,288,200) (39,985,200) 

 時価のない有価証券 20,000,000     

 有価証券合計 4,716,303,000     

（注１） 上記有価証券の時価情報について、貸借対照表に計上されております「その他の固定

資産－退職給与引当特定資産」３０億円のうち債券が９億円分あり、それについての

情報も含まれております。 

 

(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） 

対 象 物 種  類 

当年度（平成２６年３月３１日） 

契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時 価 評価損益 

金利スワップ

取引 

受取固定・支払変動 
0 0 0 0 

受取変動・支払固定 
1,695,000,000 815,000,000 △ 28,521,795 △ 28,521,795 

      

（注１） 上記、金利スワップ取引は将来の金利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    

         金利スワップ取引・・・取引銀行から提示された価格によっている。 

 



(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    株式会社東邦キャンパスサービス 

② 事業内容 

清掃、保守管理、警備事業、物品販売、総合リース業、 

損害保険代理店、一般労働者派遣業務、宣伝・広告の企画開発及び 

広告代理業務、自動車運転請負業務、事務処理に関する請負業務等 

③ 資本金        20,000,000 円（400 株） 

④ 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の入手日 

        平成 12 年 8 月 25 日  20,000,000 円  400 株   100％ 

⑤ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当金及び寄付の金額並びにその他の取引 

の額 

（単位 円） 

当該会社からの受入額 
特別寄付金 25,000,000 賃貸料等 133,034,897 

人件費 59,497,425   

当該会社への支払額 委託費他 3,351,080,936   

 

（単位 円） 

 期首残高 資金支出等 資金収入等 期末残高 

当該会社への出資金等 20,000,000 0 0 20,000,000 

当該会社への未払金 336,534,093 336,534,093 516,653,047 516,653,047 

当該会社からの未収入金 10,132,626 13,217,898 10,132,626 13,217,898 

 

⑥ 保証債務       該当なし 

 

(4) 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 

    ① 平成 21 年 4 月 1 日以降に開始したリース取引 

該当なし 

    ② 平成 21 年 3 月 31 日以前に開始したリース取引 

      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 

     教育研究用機器備品    229,306,860 円         12,981,528 円 

                     計    229,306,880 円         12,981,528 円 

 

 

 

 

 

 

 



 

(5) 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） 

属性 

役員、  

法人等   

の名称 

住 所 

資本金

又は   

出資金 

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 
取引    

金額 

勘定    

科目 

期末    

残高 役員の  

兼任等 

事業上    

の関係 

理事長 炭山嘉伸 － － － － － － 

当法人の借入

に対する被保

証（注１） 

（注１） － － 

関 係 

法 人 

東邦大学

消費生活

協同組合 

千 葉 県

船橋市 

66,979

千円 

消費生活

協同組合

法に基づ

く供給事

業等 

－ － 
建物等

の賃貸 
（注２） － － － 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１） 当法人は日本私立学校振興・共済事業団からの借入に対して理事長より連帯保証を受けている。

なお保証料の支払は行っていない。 

連帯保証を受けている借入金残高は 3,452,820,000 円である。 

（注２）当法人は当該組合に対し、学生食堂用として建物延べ床面積 2,063.2 ㎡を、また売店及び事務

所として建物延べ床面積 203.3 ㎡を夫々無償にて提供している。 
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