
[法人会計]

Ⅰ　資産総額 金 1,649,012,852円

内　１　基本財産 金 1,178,129,467円

 　　２　運用財産　　　　　　　　 金 470,883,385円

Ⅱ　負債総額　　　　　　　　　    金 25,702,000円

Ⅲ　正味財産　　　　　　　　　　　　 金 1,623,310,852円

　[１]　資　産

　　１　基本財産

　　（1）土地 415,830,182円

種　　別 面積 価　額 備考

校舎敷地 金沢市山の上町203-2 991.00㎡ 45,000,000円

第1寮敷地 金沢市山の上町481他 332.52㎡ 19,881,000円

北整会館敷地 金沢市山の上町449～451 229.95㎡ 15,681,356円

第2寮敷地 金沢市山の上町715 419.83㎡ 20,078,444円

未使用地 金沢市山の上町461-3 515.89㎡ 63,012,585円

駐車場敷地 金沢市山の上町209-2 84.71㎡ 14,817,440円

未使用地 金沢市山の上町1200-1～2 534.00㎡ 11寮に含む

第11寮、第12寮 金沢市山の上町1202、1235-1 288.31㎡ 56,545,100円

第13寮敷地 金沢市山の上町1202、1235-1 313.89㎡ 27,481,400円

職員宿舎敷地 金沢市山の上町455 82.64㎡ 9,773,500円

二輪駐車場敷地 金沢市山の上町472 122.31㎡ 3,100,000円

駐車場　記念碑敷地 金沢市山の上町453他 318.31㎡ 11,039,119円

第15寮 森山1丁目203、200-3 91.92㎡ 8,195,910円

駐車場地 金沢市山の上町461-8 97.00㎡ 3,298,000円

校地 金沢市春日町166-2 840.61㎡ 78,808,486円

第5学生寮 金沢市山の上町1179 125.61㎡ 2,049,185円

第5号館 金沢市山の上町232-1 693.52㎡ 37,068,657円

計 6,171.23㎡ 415,830,182円

　　（2）建物 596,285,149円

種　　別 面積 価　額 備考

校舎 金沢市山の上町203-2 1,085.49㎡ 81,857,169円

第2寮 金沢市山の上町715 222.79㎡ 810,083円

北整会館 金沢市山の上町449 446.76㎡ 38,375,109円

第1寮 金沢市山の上町486 553.87㎡ 53,979,003円

第11寮 金沢市山の上町1202-2 67.73㎡ 1円

第12寮 金沢市山の上町1235-1 82.80㎡ 2,411,650円

第14寮 金沢市山の上町455 73.40㎡ 928,326円

第3寮（旧第15寮） 森山1丁目203 212.48㎡ 22,838,763円

女子寮 金沢市山の上町196 286.33㎡ 16,019,122円

種　　別 面積 価　額 備考

新校舎 金沢市山の上町5-5-2 2,039.04㎡ 272,972,590円

第5学生寮 金沢市山の上町1179 170.28㎡ 7,430,769円

第5号館 金沢市山の上町232-1 274.95㎡ 13,621,853円

建物付属設備 上記建物に付随 85,040,711円

計 5,599.27㎡ 596,285,149円

　　（3）構築物 13,513,404円

備考

財   産   目   録
（令和2年3月31日現在）

所在地

価　額種　　別

所　在　地

所　在　地



2輪駐車場舗装 374,363円

アスファルト駐車場 1円

新校舎　舗装工事 6,996,673円

山の上駐車場工事 2,300,660円

春日町舗装工事 1,218,334円

第5北整寮グリーンハウスアスファルト舗装 87,612円

洗濯機置場新設工事　ｳﾞｪｸﾀｰF CTC-1812SFU2F 240,570円

学校駐車場整備 2,295,191円

13,513,404円

　　（4）図書 45,659,937円

備考

一般教育図書及び専門教育図書 -　冊 45,659,937円

-　冊 45,659,937円

　　（5）教具・校具及び備品　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 10,284,508円

　　　　　ア　教具・校具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  4,070,694円

備考

教育研究用機器備品 -　点 4,070,694円

-　点 4,070,694円

　　　　　イ　管理用機器備品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,213,814円

備考

管理用機器備品 -　点 6,213,814円

-　点 6,213,814円

　　（6）車両 8円

備考

トヨタベルタ　1.3X 1台 5円

トヨタカムリ　ハイブリッド 1台 1円

日産　ノート 1台 1円

トヨタウイッシュ 1台 1円

4台 8円

　　（7）ソフトウエア 0円

数　量 備考

マークシート採点用ソフト －点 0円 償却終了

－点 0円

　　（8）特別会計元入金 96,556,279円

種　　別 面積 価　額 備考

収益事業会計元入金 96,556,279円

計 0 96,556,279円

　　2　運用財産

　　（1）預金・現金 46,699,861円

　　　　　ア　預金 46,349,861円

預　金　種　別 備考

普通預金 北国銀行　城北支店 28,091,288円

通常貯金 郵貯銀行 809,127円

普通預金 北陸銀行　橋場出張所 6,046,012円

普通預金 北陸銀行　東大通支店 808,568円

価　額

金　額

価　額

数　量 価　額

価　額数　量

名　称　又　は　種　類

価　額

計

種　　別

計

名　称　又　は　種　類

所　在　地

預　入　先

名　称　又　は　種　類 数　量（台数）

冊　数

計

計

名　称　又　は　種　類

計

計



郵便振替 郵貯銀行 9,986,723円

普通預金 北国銀行　城北支店 608,143円

計 北国銀行　城北支店 46,349,861円

　　　　　イ　現　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 350,000円

　　（2）その他流動資産　

　　　　(イ)　未収入金 1,052,766円

種　類　内　訳 備考

学費未納金 学費一部未収　2名 936,000円

補助金 107,766円

補助金 9,000円

計 1,052,766円

　　（3）特定資産 423,130,758円

種　類　内　訳 備考

校舎建替引当特定資産 北国銀行定期預金 223,000,300円

校舎建替引当特定資産 北陸銀行定期預金 100,000,000円

校舎建替引当特定資産 北陸銀行定期預金 50,000,000円

校舎建替引当特定資産 国債 50,130,458円

計 423,130,758円

　[2]　負　債

　　1　流動負債

　　　(イ)　未  払  金 50,500円

　　　(ロ)　預　り　金 1,349,500円

　　　(ハ)　仮　受　金 134,000円

　　　(ニ）　前　受　金 24,168,000円

計 25,702,000円

数量

未払金

　　学生退学返金（宮岸健太） 50,500円

預り金

　平成30年度教科書諸費 1,349,500円

仮受金

　学生（前田空） 134,000円

前受金

　令和2年度授業料等 24,168,000円

25,702,000円

[収益事業特別会計]

Ⅰ　資産総額 金 83,702,372円

　内　１　運用財産 金 83,702,372円

Ⅱ　負債総額　　　　　　　　　    金 0円

Ⅲ　正味財産　　　　　　　　　　　　 金 83,702,372円

　[１]　資　産

　　１　運用財産

　　（1）土地 61,497,113円

種　　別 面積 価　額 備考

接骨院 金沢市山の上町181-2 89.21㎡ 8,929,500円

私立高等学校特色教育推進費補助金

結核予防対策事業補助金

内　容

金　　額

金　額

種　　類 備考

計

金　額

所在地

内　容



接骨院 金沢市小坂町中99番1 171.16㎡ 16,225,332円

接骨院 金沢市小坂町中99番3 149.97㎡ 15,629,481円

接骨院 金沢市大額3丁目165番地 257.39㎡ 20,712,800円

計 667.73㎡ 61,497,113円

　　（2）建物 12,318,996円

種　　別 面積 価　額 備考

接骨院 金沢市山の上町181-2 83.35㎡ 691,020円

上記に付随する設備 金沢市山の上町181-2 0円 償却終了

接骨院 金沢市小坂町中99番1 165.43㎡ 4,460,238円

上記に付随する設備 金沢市小坂町中99番1 474,225円

接骨院 金沢市大額3丁目165番地 162.98㎡ 6,158,215円

上記に付随する設備 金沢市大額3丁目165番地 535,298円

計 411.76㎡ 12,318,996円

　　（3）構築物 594,647円

種　　別 面積 価　額 備考

アスファルト舗装等 594,647円

計 594,647円

　　（4）その他備品　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 3,121,145円

　　　　　ア　器具備品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,121,145円

備考

器具備品備品 -　点 3,121,145円

-　点 3,121,145円

　　（5）出資金 21,000円

数　量 備考

公）石川県柔道整復師会 2口 20,000円

日整協同組合 2口 1,000円

21,000円

　　（6）預金・現金 4,823,882円

　　　　　ア　預金 4,763,882円

預　金　種　別 備考

普通預金 北国銀行　城北支店 104,065円

普通預金 北国銀行　城北支店 2,133,555円

普通預金 北国銀行　城北支店 2,526,262円

計 4,763,882円

　　　　　イ　現　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,000円

　　（7）その他流動資産　

　　　　ア　未収入金 1,325,589円

種　類　内　訳 備考

未収入金 柔道整復施術療養費申請額 1,325,589円

計 1,325,589円

　[2]　負　債

計 0円

所　在　地

内　容 金　額

金　額

名　称　又　は　種　類 数　量 価　額

名　称　又　は　種　類 価　額

計

預　入　先

計

所　在　地


