
財 産 目 録
学校法人　実教学園 令和4年3月31日　現在

（単位：円）
Ⅰ　資産総額 金 1,172,471,208 円
　内　１基本財産 金 570,248,451 円
　内　２運用財産 金 189,248,327 円
　内〔３収益事業用財産 金 412,974,430 円〕

Ⅱ　負債総額 金 449,898,280 円

Ⅲ　正味財産 金 722,572,928 円

科目 部門 摘要
土地 学校 245,000,000

計 245,000,000
建物 学校 231,882,828

計 231,882,828
建物付属 学校 16,400,457

計 16,400,457
構築物 学校 52,115

計 52,115
教育研究用機器備品 学校 6,958,864

計 6,958,864
その他の　機器備品 学校 3,934,508

計 3,934,508
図書 学校 989,210

計 989,210
車輛 学校 2

計 2
借地権 学校 55,810

計 55,810
電話加入権 学校 254,952

計 254,952
ソフトウェア 学校 388,218

計 388,218
有価証券 学校 1,000,000

計 1,000,000
長期貸付金 学校 27,985,934

計 27,985,934
配当金積立金 学校 9,718

計 9,718
保証金 学校 20,000

計 20,000
前払保険料 学校 32,161,210

計 32,161,210
長期前払費用 学校 704,625

計 704,625
敷金 学校 2,450,000

計 2,450,000
基本財産計 570,248,451

現金・預金 学校 現金 439,003
現金（コピー機） 2,500
現金（浄水） 36,204
りそな銀行　普通預金 19,112,832
福岡銀行　普通預金 622,680
りそな銀行　学納金用 6,363,621
福岡銀行　普通預金（浄水） 10,985,459
佐賀銀行　定期預金 20,344,258
りそな銀行　定期預金 70,000,191
大和証券 16
小計 127,906,764

計 127,906,764
短期貸付金 学校 1,255,228

計 1,255,228
未収金 学校 6,648,380

計 6,648,380
前払金 学校 360,976

計 360,976

金額



立替金 学校 0
計 0

仮払金 学校 0
計 0

収益事業預け金 学校 53,076,979
計 53,076,979

運用財産計 189,248,327
科目 部門 摘要

事業用敷地 収益 313,013,569
計 313,013,569

事業用建物 収益 96,356,305
計 96,356,305

事業用動産 収益 2
計 2

現金・預金 収益 佐賀銀行　普通預金 3,442,679
計 3,442,679

現金・預金 収益 前払費用 161,875
計 161,875

収益事業用財産計 412,974,430
資産の部合計 1,172,471,208
長期借入金 学校 137,368,000

収益 55,630,000
小計 192,998,000

計 192,998,000
固定負債計 192,998,000

短期借入金 学校 27,024,000
収益 5,220,000

小計 32,244,000
計 32,244,000

未払金 学校 423,600
収益 575,900

小計 999,500
計 999,500

前受金 学校 入学金　前受金 11,200,000
学校 前受金 388,800
学校 授業料　前受金 54,568,370
学校 実習費　前受金 4,370,000
学校 施設費　前受金 39,680,000
学校 教材費　前受金 43,240,324
学校 ｽｸｰﾘﾝｸﾞ　前受金 8,680,000

小計 162,127,494
計 162,127,494

預り金 学校 教職員預り金等 2,305,435
学校 預り金 449,562
学校 併修費用預り金 0
学校 同窓会預り金 1,554,400
学校 学友会預り金 142,910
収益 敷金 4,000,000
収益 学校事業預り金 53,076,979

小計 61,529,286
計 61,529,286

流動負債計 256,900,280
負債の部合計 449,898,280

差引純資産 722,572,928

金額


