
令和3年度 計算書類　　　　

科　　目 本年度決算

科　　目 本年度決算  学生生徒等納付金 930,516,570 科　　目 本年度末 前年度末

 学生生徒等納付金収入 930,516,570  手数料 16,956,460 固定資産 5,338,516,929 5,422,195,736
 手数料収入 16,956,460  寄付金 2,613,720 　有形固定資産 5,240,637,751 5,323,815,834
 寄付金収入 300,000  経常費等補助金 410,020,766 　その他の固定資産 97,879,178 98,379,902
 補助金収入 410,020,766  付随事業収入 73,328,071 流動資産 767,851,051 780,017,176
 資産売却収入 1,230,310  雑収入 9,993,098 資産の部合計 6,106,367,980 6,202,212,912

 付随事業･収益事業収入 76,709,909 教育活動収入計 1,443,428,685
 受取利息･配当金収入 122,427  人件費 978,201,994 科　　目 本年度末 前年度末

 雑収入 9,860,398  教育研究経費 344,196,396 固定負債 500,986,000 601,776,900
 借入金等収入 540,000,000  管理経費 170,168,668 流動負債 1,194,542,803 1,135,736,000
 前受金収入 337,976,271  徴収不能額等 1,950,122 負債の部合計 1,695,528,803 1,737,512,900

 その他の収入 1,137,744,724 教育活動支出計 1,494,517,180
 資金収入調整勘定 △ 356,419,428 　　教育活動収支差額 △ 51,088,495 科　　目 本年度末 前年度末

 前年度繰越 支払資金 720,707,196  受取利息･配当金 122,427 基本金 6,635,672,019 6,523,474,434
収入の部合計 3,825,725,603  その他の教育活動外収入 3,381,838 繰越収支差額 △ 2,224,832,842 △ 2,058,774,422

教育活動外収入計 3,504,265 純資産の部合計 4,410,839,177 4,464,700,012

 借入金等利息 7,703,225
科　　目 本年度決算  その他の教育活動外支出 0

 人件費支出 1,006,241,894 教育活動外支出計 7,703,225
 教育研究経費支出 248,431,591 教育活動外収支差額 △ 4,198,960
 管理経費支出 162,723,906 　　経常収支差額 △ 55,287,455
 借入金等利息支出 7,703,225  資産売却差額 1,026,620
 借入金等返済支出 652,194,000  その他の特別収入 400,000
 施設関係支出 4,247,056 特別収入計 1,426,620
 設備関係支出 13,494,809  資産処分差額 0
 資産運用支出 0  その他の特別支出 0
 その他支出 1,105,345,866 特別支出計 0
 資金支出調整勘定 △ 92,496,484 　　特別収支差額 1,426,620
 翌年度繰越 支払資金 717,839,740 基本金組入前当年度収支差額 △ 53,860,835
支出の部合計 3,825,725,603 基本金組入額合計 △ 112,197,585

当年度収支差額 △ 166,058,420
前年度繰越収支差額 △ 2,058,774,422
基本金取崩額 0
翌年度繰越収支差額 △ 2,224,832,842
(参考）
事業活動収入計 1,448,359,570
事業活動支出計 1,502,220,405 学校法人　東洋学園

　純　資　産　の　部
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収益事業会計

学校法人　東洋学園 単位(円)

科　目 金　額 科　目 金　額
流動資産 648,172 流動負債 648,172

固定資産 25,235,325 負債合計 648,172

元入金 25,235,325

利益剰余金 0

純資産合計 25,235,325

資産合計 25,883,497 負債･純資産合計 25,883,497

貸借対照表
令和4年3月31日現在

資産の部 負債の部

純資産の部



収益事業会計

学校法人　東洋学園 単位(円)
金　額

営業損益
(1)営業収益 3,720,000

(2)営業費用 338,172

営業利益 3,381,828

営業外損益
(1)営業外収益 10

経常利益 3,381,838

学校会計繰入前利益 3,381,838

学校会計繰入金支出 3,381,838

税引前当期純利益 0

法人税､住民税及び事業税 0

当期純利益 0

損益計算書
自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

科　目



科目

Ⅰ資産総額 6,107,016,152

　1.基本財産 5,243,993,625

　2.運用財産 837,139,030

　3.収益事業用財産 25,883,497

Ⅱ負債総額 1,696,176,975

　1.固定負債 500,986,000

　2.流動負債 1,194,542,803

　3.収益事業用負債 648,172

Ⅲ正味財産 4,410,839,177

財産目録

　　　　　　　令和4年3月31日 　　  単位（円)

金額

 学校法人　東洋学園










