
 

 令和３年５月２８日 

令和２年度決算の概要 

 

 学校法人北野学園の決算数字の詳細は計算書類に記載していますが、決算の概要につい

てご説明いたします。 

 

（１）資金収支計算書 

本年度の資金収入の総額は５億５４百万円、資金支出の総額は５億３５百万円で、収支は

１９百万円の収入超過となり、翌年度繰越支払資金は７億８６百万円となりました。 

以下、収入の部と支出の部に分けまして、予算比で増減要因を説明いたします。 

収入の部 総収入は予算比５６百万円増加の５億５４百万円で、主な増減要因は、補助金収

入が７百万円、雑収入が８百万円、前受金収入が２３百万円、その他の収入が３

４百万円増加しました。一方、資金収入調整勘定の期末未収金収入１８百万円等

が減少しました。 

支出の部 総支出は予算比５６百万円増加の５億３５百万円で、主な増減要因は、人件費支

出が２６百万円減少、教育研究費支出が３９百万円増加、施設関係支出が３２百

万円減少、設備関係支出が１８百万円増加、翌年度繰越支払資金が６５百万円増

加しました。 

                               （単位 百万円） 

資金収入調整勘定 △２７１          資金支出調整勘定  △４ 

  期末未払金   △１８            期末未払金   △３ 

 前期末前受金  △２５３ 
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資金支出

人件費 教育研究経費 管理経費

その他の支出 その他
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資金収入

学生生徒等納付金収入 前受金収入

その他の収入 補助金収入

雑収入 その他



（２）活動区分資金収支計算書 

 活動区分収支計算書は、教育活動による資金収支、施設整備等活動による資金収支、その 

他の活動による資金収支で構成されています。 

 本年度の各々の資金収支差額は、 

教育活動資金収支差額      ５０百万円の収入超過 

施設整備等活動資金収支差額   ２３百万円の支出超過 

その他の活動資金収支差額は    ８百万円の支出超過となりました。 

その結果、支払資金の増減額は１８百万円の増加となりました。 

                             （単位 百万円） 

科目 金額 

教育活動資金収入計 ５２８ 

教育活動資金支出計 ４７６ 

差引 ５１ 

調整勘定等 △１ 

教育活動資金収支差額 ５０ 

施設設備等活動資金収入計 １ 

施設設備等活動資金支出計 ２５ 

施設設備等活動資金収支差額 △２３ 

その他の活動資金収入計 ２ 

その他の活動資金支出計 １１ 

その他の活動資金収支差額 △８ 

支払資金の増減額 １８ 

 

（３）事業活動資金収支計算書 

 事業活動収支は、①教育活動収支②教育活動外収支③特別収支の３つの活動区分で構成

され、各活動区分の収支差額の合計となる基本金組入前当年度収支差額を計上したうえで、

前年度からの繰越収支差額と当年度の基本金組入額・基本金取崩額を調整し、翌年度繰越収

支差額を計上しています。 

① 教育活動収支 

 教育活動収入は、学生生徒等納付金が３百万円、経常費等補助金が５百万円、雑収入が８

百万円増加し、予算比１４百万円増加の５億２８百万円となりました。 

教育活動支出は、人件費が２２百万減少、教育研究経費が４２百万円増加、管理経費が９

百万円減少し、予算比１１百万円増加の５億６１百万円となりました。 

 その結果、教育活動収支差額は、３３百万円の支出超過となりました。 



                            （単位 百万円） 

 

② 教育活動外収支 

 教育活動外収支差額は１５万円の支出超過となりました。 

③特別収支 

 特別収支差額は１百万円の収入超過となりました。 

 上記①から③により、基本金組入前当年度収支差額は３２百万円の支出超過となりまし

た。 

                            （単位 百万円） 

 令和２年予算 令和２年実績 差額 

教育活動収入 ５１４ ５２８ １４ 

教育活動支出 ５５０ ５６１ １１ 

教育活動収支差額 △３６ △３３ ３ 

教育活動外収支差額 △０ △０ △０ 

経常収支差額 △３６ △３３ △２ 

特別収支差額 ０ １ １ 

基本金組入前収支差額 △３６ △３２ ４ 

基本金組入額 ３８ △２５ △６３ 

当年度収支差額 １ △５７ △５９ 

基本金取崩額 ０ ０ ０ 

翌年度繰越収支差額 △１，７５８ △１，９１０ △１５１ 
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教育活動収入 ４９１

学生生徒等納付金 経常費等補助金

雑収入 付随事業収入

その他
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教育活動支出 ５５１

人件費 教育研究経費

管理経費 その他



（４）貸借対照表 

 令和２年度末の資産は２７億７１百万円で、前年度比６８百万円減少しました。主な増減

要因は、減価償却等により有形固定資産５６百万円減少、流動資産で現金預金１８百万円増

加、未収入金２８百万円等減少したことによります。 

 負債は４億４１百万円で、前年度比３５百万円減少しました。主な増減要因は、固定負債

で長期借入金９百万円減少、流動負債で未払金２２百万円、前受金７百万円等減少したこと

によります。 

 一方、純資産は２３億３０百万円となり、前年度比３２百万円の減少となりました。 

 

「資産の部」 

■有形固定資産 

（本年度末 １，９５６百万円   前年度末 ２，０１２百万円  ５６百万円減少） 

 新規に取得した資産は、 

（１）教育研究用機器備品 

・ＰＣ，プロジェクター、書架、スクリーン等       ５百万円 

（３）管理用機器備品 

・寮エアコン、寮監視カメラ等              ９百万円 

（３）図書                       ２百万円 

■流動資産 

（本年度末 ８０８百万円    前年度末 ８１８百万円   １０百万円減少） 

・現金・預金 

（本年度末 ７８６百万円    前年度末 ７６７百万円   １８百万円増加） 

・未収入金 

（本年度末  １８百万円    前年度末  ４７百万円  ２８百万円減少） 

私立大学退職金財団及び国庫補助金の減少によるものです。 

「負債の部」 

■固定負債 

（本年度末   １８０百万円   前年度末  １８６百万円    ６百万円減少） 

長期借入金の減少によるものです。 

■流動負債 

（本年度末   ２６０百万円   前年度末  ２９０百万円   ２９百万円減少） 

 未払金（主に、私立大学退職金財団等）の減少によるものです。 

 

「純資産の部」 

■基本金 

（本年度末   ４，２４１百万円  前年度末  ４，２１６百万円 ２５百万円減少） 



 基本金組入額２５百万円によるものです。 

■翌年度繰越収支差額 

（本年度末 △１，９１０百万円   前年度末 △１，８５２百万円） 

 事業活動収支計算書の項をご参照ください。 

                             （単位  百万円） 

科目 本年度末 前年度末 増減 

固定資産 １，９６３ ２，０２１ △５７ 

 有形固定資産 １，９５６ ２，０１２ △５６ 

 特定資産 ０ ０ ０ 

流動資産 ８０８ ８１８ △１０ 

 現金・預金 ７８６ ７６７ １８ 

 未収入金 １８ ４７ △２８ 

資産の部合計 ２，７７１ ２，８４０ △６８ 

固定負債 １８０ １８６ △５ 

 長期借入金 ６２ ７２ △９ 

 退職給与引当金 １１８ １１４ ４ 

流動負債 ２６０ ２９０ △２９ 

 未払金        ３ ２６ △２２ 

負債の部合計 ４４１ ４７６ △３５ 

基本金 ４，２４１ ４，２１６ ２５ 

繰越収支差額 △１，９１０ △１，８５２ △５７ 

純資産の部合計 ２，３３０ ２，３６３ △３２ 

 


