
平 成 27 年 度 決 算 に つ い て  
学校法人駒澤大学の平成27年度決算は、監事および公認会計士の監査を経て、平成28年

5 月26日の理事会・評議員会において承認されました。 

 
平成 27 年度から学校法人会計基準が改正され、これまでの「資金収支計算書」及び

「消費収支計算書」から「資金収支計算書」（一部変更）及び「事業活動収支計算書」へ

と変更されました。 
「資金収支計算書」については、基本的な考え方に大きな変更はなく、勘定科目の名称、

計上箇所が変更されました。また「活動区分資金収支計算書」が新たに設けられ、「資金

収支計算書」の決算額を「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」に区分し各々の資金収支状況を表すようになりました。 
一方、「消費収支計算書」は、「事業活動収支計算書」へと名称が変更され、様式も大

きく変わりました。従来の「消費収支計算書」は、消費収入と支出の均衡状況を明らかに

するもので、全体の収支バランスを把握するための様式でした。これに対して、「事業活

動収支計算書」では当該会計年度の事業活動ごとの成果を明らかにするために、収支を経

常的なものと臨時的なものとに区分しています。経常的な収支については、さらに「教育

活動収支」と「教育活動外収支」に分けています。「教育活動収支」は学生生徒等納付金

や人件費、教育研究経費など、本業の教育研究活動における経常的な収支を示し、受取利

息・配当金や借入金等利息のような財務的な活動は「教育活動外収支」として表示してい

ます。臨時的な収支である「特別収支」では、施設設備に関する補助金・寄付金や資産売

却差額、資産処分差額など、臨時的に発生した収支を示しています。 
これらのように区分することにより、それぞれの事業活動ごとの収支状況を表すように

なりました。 
 
「貸借対照表」についても変更がなされ、「その他の固定資産」に含まれていた各種引

当特定資産を「特定資産」として分離し、「固定資産」は「有形固定資産」「特定資産」

「その他の固定資産」に区分され、従来の「基本金の部」「消費収支差額の部」を合わせ

て「純資産の部」となりました。 
 
 
 
①資金収支について 

【収入の部】 
 前年度繰越支払資金を除いた当年度収入は 337億 2,911 万円で、主な項目は学生生徒等

納付金収入 155億 1,682 万円、入学検定料などの手数料収入 10 億 5,077 万円、駒澤大学

開校 130周年記念棟建設寄付金、教育後援会・同窓会等の後援団体、ＫＵサポート等から

の寄付金収入 2 億 3,420 万円、国や地方公共団体からの補助金収入 14 億 9,877 万円、受

取利息・配当金収入 12 億 9,333 万円、駒澤大学開校 130周年記念棟建設等のための借入

金等収入 25 億 160万円、授業料・入学金等の前受金収入 72 億 6,032 万円、各種引当特

定資産取崩等のその他の収入 98 億 1,927 万円となりました。 
 
【支出の部】 
 翌年度繰越支払資金を除いた当年度支出は 357億 5,612 万円で、主な項目は人件費支出



104億 2,850 万円、教育活動・研究活動・学生生活支援などの教育研究経費支出 41 億

1,508 万円、教育・研究を間接的に支援する管理経費支出 8 億 1,828 万円、日本私立学校

振興・共済事業団、市中銀行等への借入金等返済支出 13 億 3,658 万円、駒澤大学開校

130周年記念棟建設工事、玉川キャンパス関連工事（校舎改修・体育館空調設備・グラウ

ンド等整備）等の施設関係支出 37 億 3,760 万円、KOMAnet関連のリプレイス、教場

PC システム更新、図書館閲覧室の机・椅子リニューアル、附属苫小牧高等学校バス等の

教育研究等に要する機器備品や図書などの設備関係支出 4 億 1,303 万円、各種引当特定資

産への繰入等の資産運用支出 148億 5,000 万円となりました。 
 
 

②活動区分資金収支について 
【教育活動による資金収支】 
 教育活動による資金収支は、キャッシュベースでの本業の教育研究活動の収支状況を表

しています。学生生徒等納付金収入、手数料収入のほか、施設設備整備以外の特別寄付金

収入や経常費等補助金収入などの教育活動資金収入計 190億 7,913 万円から人件費支出、

教育研究経費支出、管理経費支出などの教育活動資金支出計 153億 6,187 万円を差し引い

て、前年度及び翌年度以降に出入金される調整勘定等 1 億 6,749 万円を加えた教育活動資

金収支差額は、 38 億 8,475 万円のプラスとなりました。 
 

【施設整備等活動による資金収支】 
 施設整備等活動による資金収支は、施設設備の取得・売却等の活動に関する収支状況を

表しています。施設設備補助金や施設設備寄付金、施設設備売却収入、第 2 号基本金引当

特定資産等の有価証券償還に伴う取崩収入などの施設整備等活動資金収入計 32 億 2,321
万円から施設関係支出、設備関係支出、第 2 号基本金引当特定資産等の再組入・積み増し

による繰入支出などの施設整備等活動資金支出計 135億 5,064 万円を差し引いて、前年度

及び翌年度以降に出入金される調整勘定等 1,619 万円を減じた施設整備等活動資金収支差

額は、 103億 4,362 万円のマイナスとなりました。 
 

【その他の活動による資金収支】 
その他の活動による資金収支は、借入金の収支、資金運用の状況等の財務活動、預り金

等の受け払い等の経過的な活動に関する収支状況を表しています。借入金等収入、有価証

券売却収入、預り金受入収入、第 3 号基本金引当特定資産等の有価証券償還に伴う取崩収

入などその他の活動資金収入計 113 億 4,049 万円から借入金等返済支出、有価証券購入支

出、立替金支払支出、第 3 号基本金引当特定資産等の再組入・積み増しによる繰入支出な

どその他の活動資金支出 69 億 2,336 万円を差し引いて、前年度及び翌年度以降に出入金

される調整勘定等 1,472 万円を加えたその他の活動資金収支差額は、 44 億 3,186 万円の

プラスとなりました。 
 
教育活動による資金収支差額、施設整備等活動による資金収支差額、その他の活動によ

る資金収支差額の収支差額を合計した結果、支払資金は前年度より 20 億 2,701 万円減少

し、翌年度繰越支払資金は 150億 3,483 万円となりました。 
 
 
 



③事業活動収支について 
【経常収支】 
教育活動収支は、本業である教育研究活動を行うための収入・支出です。学生生徒等納

付金や経常費等補助金などの教育活動収入計 190億 8,645 万円から人件費、教育研究経費、

管理経費などの教育活動支出計 171億 1,044 万円を差し引いた教育活動収支差額は 19 億

7,600 万円の収入超過となりました。なお、この支出のうち 16 億 7,133 万円は減価償却

額によるものです。 
 教育活動外収支は、受取利息・配当金や借入金等利息のように財務的な活動に伴う収

入・支出です。受取利息・配当金による教育活動外収入 12 億 9,333 万円から借入金利息

による教育活動外支出 1 億 3,358 万円を差し引いた教育活動外収支差額は 11 億 5,975 万

円の収入超過となりました。 
 以上により、経常的な収支を示す経常収支差額は教育活動収支差額と教育活動外収支差

額の計で、 31 億 3,576 万円の収入超過となりました。 
 
【特別収支】 
 特別収支は、施設設備に関する寄付金・補助金や資産売却・資産処分等の臨時的な収

入・支出です。有価証券の償還等による資産売却差額や施設設備に関する寄付金・補助金

などの特別収入計 31 億 9,866 万円から資産処分差額、退職給与引当金特別繰入額などの

特別支出計 8 億 1,287 万円を差し引いた特別収支差額は 23 億 8,578 万円の収入超過とな

りました。 
 
【収支差額】 

経常収支差額と特別収支差額の合計額である基本金組入前当年度収支差額は 55 億

2,155 万円の収入超過となり、ここから基本金組入額 29 億 6,519 万円を差し引くと、平

成 27 年度の当年度収支差額は、 25 億 5,636 万円の収入超過となりました。 
この結果、翌年度繰越収支差額は 204億 4,437 万円の支出超過となりました。 

 
 なお、教育活動収支、教育活動外収支、特別収支の事業活動収入の部を合計した事業活

動収入計は 235億 7,845 万円、事業活動支出の部を合計した事業活動支出計は 180億

5,690 万円となりました。 
 
 

④貸借対照表について 
【資産の部】 

有形固定資産は、体育館（ 6 号館）を解体したものの、駒澤大学開校 130周年記念棟建

設工事、玉川キャンパス関連工事等により 22 億 5,516 万円増加しました。特定資産は減

価償却引当特定資産などの特定資産の増加等により 78 億 2,904 万円増加しました。その

他の固定資産は有価証券の償還等により 3 億 3,158 万円減少しました。流動資産は、特定

資産への繰入に伴う現金預金等の減少により 21 億 7,200 万円減少しました。その結果、

前年度より 75 億 8,061 万円増加し、資産総額は 958億 7,549 万円となりました。 
 

【負債の部】 
固定負債は、駒澤大学開校 130周年記念棟建設工事に伴う借り入れを行ったことなどに

より 17 億 9,987 万円増加し、また流動負債も預り金や未払金等の増加により 2 億 5,918



万円増加しました。その結果、前年度より 20 億 5,905 万円増加し、負債総額は 230億

5,220 万円となりました。 
 
 
【純資産の部】 

駒澤大学開校 130周年記念棟建設工事等、第 2 号基本金の増加などにより、基本金総額

は前年度より 29 億 6,519 万円増加し、 932億 6,766 万円となりました。翌年度繰越収支

差額は、当年度収支差額が 25 億 5,636 万円の収入超過となったことにより 204億 4,437
万円の支出超過となりました。その結果、前年度より 55 億 2,155 万円増加し、純資産は

728億 2,329 万円となりました。 


