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財　　産　　目　　録

（Ⅰ）資　　産　　の　　部　　　　　
\21,761,212,615

１．土地
\7,730,413,271 136,478.95㎡

所　 　　属 所　在　・　地　番　 面　積　（㎡）
大　　 　学  芦屋市六麓荘町　　８６番 1,163.00

 　　同　　　　　　８７番 1,034.00
 　　同　　　　　　８８番 2,419.00
 　　同　　　　　　８９番 925.00
 　　同　　　　　　９０番 456.00
 　　同　　　　　　９０番の１ 33.00
 　　同　　　　　　９０番の２ 358.00
 　　同　　　　　　９１番の２ 76.00
 　　同　　　　　　９１番の３ 66.00
 　　同　　　　　１９２番３ 469.00
 芦屋市剱谷　　　　　１番７ 0.40
 　　同　　　　　　　１番１１ 1.66
 　　同　　　　　　　７番１ 30,723.00
 　　同　　　　　　２１番 2,663.00
 　　同　　　　　　２７番 7,178.00
 芦屋市六麓荘町　　５６番 816.52

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 48,381.58
短　 　　大  芦屋市六麓荘町　　８０番の１ 2,882.00
  　　同　　　　　　８１番 2,148.00
  　　同　　　　　　８２番１ 571.00
  　　同　　　　　　８２番４ 397.00
  　　同　　　　　　８４番 1,755.00
  　　同　　　　　　８５番 1,715.00
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 9,468.00
大学・短大  芦屋市高浜町　　　　１番 19,975.00

 芦屋市剣谷町　　　２８番 12,461.00
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 32,436.00

高　　　 校  芦屋市六麓荘町　　６０番 4,347.00
 　　同　　　　　　６１番 3,226.00
 　　同　　　　　　６２番 3,834.00
 　　同　　　　　　６３番３ 198.00
 　　同　　　　　　６４番の２ 813.00
 　　同　　　　　　６５番の１ 2,495.00
 　　同　　　　　　６５番の２ 892.00
 　　同　　　　　　６６番 581.00
 　　同　　　　　　６６番の１ 92.00
 　　同　　　　　　６７番 614.00
 　　同　　　　　　６８番 601.00
 　　同　　　　　　６９番 495.00

  　　同　　　　　　８３番 2,644.00
 　　同　　　　　１８５番２ 1,434.71
 西宮市苦楽園四番町８３番 961.34
 　　同　　　四番町８９番 1,007.90

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 24,235.95

（平成２5年３月３１日現在）
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所　 　　属 所　在　・　地　番　 面　積　（㎡）
中　　 　学  西宮市苦楽園４番町９６番の１ 1,540.00
  　　同　　　　　　９６番６ 572.00
  　　同　　　　　　９６番７ 198.00
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 2,310.00
高校・中学  西宮市苦楽園４番町１２４番１ 100.00
  　　同　　　　　　１２５番１ 2,518.00
  　　同　　　　　　１２６番１ 460.00
  　　同　　　　　　１２７番１ 3,049.00
  　　同　　　　　　１４１番の１ 4,769.00
  　　同　　　　　　１４１番２１３ 290.00
  兵庫県津名郡津名町大谷字傍示９１５番１ 1,944.00
  　　同　　　　　　同　　　　９１５番１９ 603.00
  　　同　　　　　　同　　　　９１６番７ 1,539.00
  　　同　　　　　　同　　　　９１６番８ 156.00
  　　同　　　　　　同　　　　９１８番３ 49.00
  　　同　　　　　　同　　　　９１８番７ 653.00
  　　同　　　　　　同　　　　９２０番１ 448.00

 　　同　　　　　　同　　　　９２０番４ 832.00
 　　同　　　　　　同　　　　９２０番６ 74.00
 　　同　　　　　　同　　　　９３９番５ 1.42
 　　同　　　　　　同　　　　９３９番９ 67.00
 　　同　　　　　　同　　　　９３９番１０ 536.00

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 18,088.42
幼  稚  園  芦屋市六麓荘町６３番の２ 62.00

 　　同　　　　６４番の１ 1,497.00
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 1,559.00

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計 136,478.95
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2．建物
73,288.21㎡

所      属       　  　  　  名  　　　　　　　　　　　　　称 登記面積（㎡） 

大　　　学  本館（５号館）  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根地下２階付４階建 11,621.04

  １号館  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根地下２階付３階建 1,717.31

  福山記念館  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根８階建 9,356.13

  福山記念館  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根５階建 3,814.22

 　　　　附置技術研究棟　  附属建物（倉庫１棟） 3.01

   附属建物（倉庫１棟） 9.99

   附属建物（電子工学特別研究棟） 99.84

   附属建物（自動車工学特別研究棟） 237.62

   附属建物（音響・振動特別研究棟） 201.78

   附属建物（生命工学別棟） 674.90

  日本文化研究所  鉄筋コンクリ－ト造  一部 330.67

   木造ス－パ－アルソイド葺 ２階建

  研修所  Ａ棟  鉄骨造陸屋根            　 ２階建 157.73

  研修所　Ｂ棟  鉄骨造陸屋根               ２階建 133.24

  第一駐車場  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根平家建 792.36

  芦屋大学総合  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根 ３階建 399.00

        運動場管理棟 

  ７号館  セミシングル　　　　　      　２階建 148.08

  居宅　７号館横  木造木皮葺　　　　　　　   平屋建 22.31

   附属建物（車庫１棟） 12.39

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 29,731.62

短　　　大  ２号館  鉄骨・コンクリ－ト造陸屋根地下１階付３階建 3,107.40

  ４号館  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根３階建 2,389.53

   附属建物（車庫１棟） 31.93

  ６号館・新６号館  鉄筋コンクリ－ト・鉄骨造 2,539.04
   陸屋根地下１階付  　　　４階建

  福山記念館新館  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根 3,671.80

   ルーフイング葺　　　    ５階建

 セミナーセンター  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根６階建 1,947.67

                                             計 13,687.37

高　　　校  １号館  鉄筋コンクリ－ト造      ２階建 808.00

  ２・３号館  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根５階建 6,615.65

   附属建物（倉庫１棟） 64.64

  ４号館  鉄筋コンクリ－ト造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 1,198.13

  ・鉄骨造地上２階

  ５号館  木造瓦葺２階建 1,075.20

  体育館  鉄筋コンクリ－ト造 3,016.52

  及鉄骨造鉄板葺地下付　  ２階建

  国際文化科校舎  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根５階建 3,440.94

 福山記念館附属体育館  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根５階建 4,094.47

 国際文化科運動場倉庫・便所  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根平屋建 30.25

                                             計 20,343.80

\10,010,748,800
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所      属       　  　  　  名  　　　　　　　　　　　　　称 登記面積（㎡） 

中　　　学  本  館  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根３階建 5,129.20

  国際文化科  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根平家建 2,044.40

 　　　　進学クラス校舎 

                                             計 7,173.60

中学・高校  淡路臨海ｾﾐﾅｰｾﾝﾀｰ  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根４階建 870.50

  淡路臨海ｾﾐﾅｰｾﾝﾀｰ  鉄筋コンクリ－ト造陸屋根３階建 418.83

   附属建物（便所２棟） 55.03

 テニスコート（更衣室） 軽量鉄骨亜鉛メッキ降板葺平屋建 38.88

 （便所） （附属建物）軽量鉄骨亜鉛メッキ降板葺平屋建 9.40

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 1,392.64

幼  稚  園  幼稚園舎  鉄筋コンクリ－ト造      ２階建 959.18

                                             計 959.18

                                         合  計 73,288.21

24



３．その他資産 \4,020,050,544

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額 

 　構築物（123点） 218,956,013 円

 　教育研究用機器備品（15,798点） 56,955,616
 　その他の機器備品（1,482点） 16,079,167
 　図書（311,813冊） 1,337,054,715
 　車輌（15点） 425,489
   建物仮勘定 2,350,000
 　電話加入権 4,620,820
 　ソフトウェア 16,437,935
 　出資金 28,716,400
　 退職給与引当特定預金 950,000,000
   預け金 32,842,008
   長期貸付金 6,980,800
 　現金預金 1,134,018,771
 　未収入金 190,111,466
 　貯蔵品 17,543,371
   短期貸付金 4,735,200
 　前払金 0
 　立替金 1,626,936
 　仮払金 595,837

（Ⅱ）負　債　の　部 \1,545,348,600

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額 

 　退職給与引当金 915,986,396 円

小　　　　計　 915,986,396
 　未払金 84,489,920
 　前受金 310,452,500
 　預り金 234,419,784

小　　　　計　 629,362,204

（Ⅲ）差引正味財産 \20,215,864,015
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資金収支・消費収支計算書の勘定科目の説明（共通） 
 

学生生徒等納付金 

学生生徒等から学納金として徴収する授業料、入学金、実験実習料、施設費等の収入です。 

手数料 

入学検定料や証明書等の発行手数料等の収入です。 

寄付金 

金銭やその他の資産等を寄贈者から贈与されたもので、使途が明確な特別寄付金と、使途

が明確でない一般寄付金の収入です。 

補助金 

国や地方公共団体から交付される補助金収入です。 

資産運用収入 

預貯金・有価証券・施設設備等の運用から得た利息や配当金、施設設備の利用料等です。 

事業収入 

補助活動収入です。 

雑収入 

退職金財団交付金等、帰属する上記各収入以外の収入です。 

人件費 

専任教職員、非常勤教職員等に支給する本俸や期末手当、またはその他の手当や所定福

利費、退職金に要する支出です。 

教育研究経費 

教育研究活動に要する経費や学生生徒の厚生費等に要する支出です。 消耗品や光熱水

費、通信運搬費、旅費交通費、印刷製本費、委託費、修繕費、研究費、奨学費、会議費などが

あります。 

管理経費 

学校法人の運営に係る経費等（総務・経理）業務や学生募集活動等、教育研究活動に該当

しない支出です。 

資産運用支出 

有価証券の購入等、資産運用に係る支出です。 

 

資金収支計算書の勘定科目の説明 
 

前受金収入 

翌年度入学の学生生徒等に係る学生生徒等納付金（授業料等）等、当年度に納入された収

入をいいます。 

資金収入・支出支調整勘定 

当年度の活動に入るべき前年度以前の収入・支出や、翌年度以降の収入・支出とされる資

金を調整する勘定科目です。「資金収入調整勘定」「資金支出調整勘定」があります。 

施設関係支出 

土地の取得、施設等の建設やそれに付随する電気・上下水道管や配水管・空調などに係る

支出です。 

設備関係支出 

教育研究用の機器備品や法人運営のために必要な備品（その他の機器備品）の他、図書や

車両に係る支出です。 



消費収支計算書の勘定科目の説明 
 

帰属収入 

学生生徒等納付金・手数料・寄付金・補助金など前受金を除く収入です。 

資産処分差額 

除却や廃棄などの処分をした機器備品や建物、図書の帳簿残高です。 

徴収不能額 

未収入金の内、当期において回収不能と判断した額がある場合に計上します。 

徴収不能額引当金繰入額 

未収入金について、将来的に徴収不能となるおそれのある額を、見積り引当を行う場合に使

用します。 

基本金繰入額 

学校法人が教育研究活動の計画に基づき必要な資源を継続的に保持するためのもので、

消費収支計算書の帰属収入合計から控除して組入れます。（以下の４種類があります） 

第１号基本金：学校法人が取得した校地、校舎、備品等の固定資産分を組み入れます。 

第２号基本金：将来計画に基づき、校舎の設置または規模の拡充などに要する経費を組入

れます。 

第３号基本金：基金として元本を継続的に保持し、運用果実を研究資金に充てることを目的

としている金額をいいます。 

第４号基本金：学校法人の運営を円滑にする体制を構築していなければならないため必要

な運転資金を恒常的に保持するための組入金。 

 

貸借対照表の勘定科目の説明 
 

有形固定資産 

１年を超えて使用される有形の資産で、土地や建物、備品等、固定資産台帳の期末帳簿価

格となります。 

その他の固定資産 

上記以外の有価証券や電話加入権などをいいます。 

流動資産 

現金預金、未収入金（学生生徒納付金等）等をいいます。 

固定負債 

1年超の債務、退職給付引当金等をいいます。 

流動負債 

未払金、前受金、預り金をいいます。 

消費収支差額 

消費収入から消費支出を差し引いた差額の額です。消費収入が消費支出より多い場合は、

「当年度消費収入超過額」その逆の場合を「当年度消費支出超過額」といいます。 



 

財産目録の勘定科目の説明 
 

基本財産 

学校法人が保有している土地や建物の他、備品等の評価額です。 

土地および図書以外はそれぞれ耐用年数があり、年数の経過により資産価値が減ります。 

運用財産 

有価証券や現金預金等の他、運営のために活用される資金をいいます。 

負債額 

長期または短期の借入金等の他、運営のために負う負債の額をいいます。 


