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【資金収支計算書】 【事業活動収支計算書】

科　　目 決　算　額 科　　目 決　算　額

学生生徒等納付金収入 17,201,758 学生生徒等納付金 17,201,758

手数料収入 0 手　数　料 0

寄付金収入 163,000 寄　付　金 163,000

補助金収入 192,377,816 補　助　金 192,377,816

国庫補助金 0 　国庫補助金 0

県補助金 0 　県補助金 0

市町補助金 7,158,559 　市町補助金 7,158,559

施設型給付費 185,219,257   施設型給付費 185,219,257

資産運用収入 0 付随事業収入 45,329,750

資産売却収入 0 雑収入 28,911,751

事業収入 45,329,750 　教育活動収入計 283,984,075

受取利息・配当金収入 8,913 人　件　費 181,184,050

雑　収　入 28,911,751 経　　　費 106,465,061

借入金等収入 0 徴収不能額等 0

前受金収入 2,430,000 　教育活動支出計 287,649,111

その他の収入 13,099,398 　教育活動収支差額 △ 3,665,036

内部資金収入 0

資金収入調整勘定 △ 45,056,227 　　　　　　受取利息・配当金 8,913

前年度繰越支払資金 242,390,742 　教育活動外収入計 8,913

　収入の部合計 496,856,901 　　　　　　借入金等利息 0

　教育活動外支出計 0

人件費支出 179,349,050 　教育活動外収支差額 8,913

経費支出 82,096,943 経常収支差額 △ 3,656,123

借入金等利息支出 0

借入金等返済支出 0 資産売却差額 0

施設関係支出 745,825 その他の特別収入 0

設備関係支出 1,404,800 　特別収入計 0

資産運用支出 5,811 資産処分差額 180,002

その他の支出 5,494,322 その他の特別支出 0

内部資金支出 0 　特別支出計 180,002

資金支出調整勘定 △ 3,127,374 　特別収支差額 △ 180,002

翌年度繰越支払資金 230,887,524 予備費 0

　支出の部合計 496,856,901 基本金組入前当年度収支差額 △ 3,836,125

基本金組入額計 △ 2,150,625

当年度収支差額 △ 5,986,750

前年度繰越収支差額 △ 258,612,403

翌年度繰越収支差額 △ 263,798,906

事業活動収入計 284,392,988

事業活動支出計 288,229,113

特別収支

令和３年度　学校法人相愛学園　財務状況

収入の部

支出の部

教育活動収支

教育活動外収支
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【財産目録】               【貸借対照表】               

科　　目 決　算　額 科　　目 決　算　額

基　本　財　産　　計 504,353,728 固　定　資　産 794,696,985

運　用　財　産　　計 563,920,149 　　　　有形固定資産 504,353,728

資　産　の　部　合計 1,068,273,877 　　　　特定資産 280,656,596

固　定　負　債　　計 21,824,221 　　　　その他の固定資産 9,686,661

流　動　負　債　　計 6,112,520 流　動　資　産 273,576,892

負　債　の　部　合計 27,936,741 資　産　の　部　合計 1,068,273,877

差　引　純　資　産 1,040,337,136 固　定　負　債 21,824,221

流　動　負　債 6,112,520

負　債　の　部　合計 27,936,741

基本金 1,304,136,042

第１号基本金 1,284,181,989

第４号基本金 19,954,053

繰越収支差額 △ 263,798,906

純資産の部合計 1,040,337,136

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 1,068,273,877
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【資金収支計算書】 【事業活動収支計算書】

科　　目 決　算　額 科　　目 決　算　額

学生生徒等納付金収入 5,653,025 学生生徒等納付金 5,653,025

手数料収入 0 手　数　料 0

寄付金収入 78,000 寄　付　金 78,000

補助金収入 74,070,450 補　助　金 74,070,450

国庫補助金 0 　国庫補助金 0

県補助金 0 　県補助金 0

市町補助金 2,780,739 　市町補助金 2,780,739

施設型給付費 71,289,711   施設型給付費 71,289,711

資産運用収入 0 付随事業収入 14,817,939

資産売却収入 0 雑収入 1,069,480

事業収入 14,817,939 　教育活動収入計 95,688,894

受取利息・配当金収入 3,953 人　件　費 75,889,446

雑　収　入 1,069,480 経　　　費 45,064,112

借入金等収入 0 徴収不能額等 0

前受金収入 570,000 　教育活動支出計 120,953,558

その他の収入 10,452,051 　教育活動収支差額 △ 25,264,664

内部資金収入 0

資金収入調整勘定 △ 6,704,490 　　　　　　受取利息・配当金 3,953

前年度繰越支払資金 29,733,013 　教育活動外収入計 3,953

　収入の部合計 129,743,421 　　　　　　借入金等利息 0

　教育活動外支出計 0

人件費支出 75,545,446 　教育活動外収支差額 3,953

経費支出 31,780,439 経常収支差額 △ 25,260,711

借入金等利息支出 0

借入金等返済支出 0 資産売却差額 0

施設関係支出 320,265 その他の特別収入 0

設備関係支出 468,600 　特別収入計 0

資産運用支出 2,961 資産処分差額 180,000

その他の支出 1,360,679 その他の特別支出 200,000

内部資金支出 200,000 　特別支出計 380,000

資金支出調整勘定 △ 1,303,483 　特別収支差額 △ 380,000

翌年度繰越支払資金 21,368,514 予備費 0

　支出の部合計 129,743,421 基本金組入前当年度収支差額 △ 25,640,711

基本金組入額計 △ 788,865

当年度収支差額 △ 26,429,576

前年度繰越収支差額 △ 198,833,639

翌年度繰越収支差額 △ 224,963,215

事業活動収入計 95,692,847

事業活動支出計 121,333,558

特別収支

令和３年度　焼津幼稚園　財務状況

収入の部

支出の部

教育活動収支

教育活動外収支
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【財産目録】               【貸借対照表】               

科　　目 決　算　額 科　　目 決　算　額

基　本　財　産　　計 227,016,326 固　定　資　産 370,563,749

運　用　財　産　　計 171,076,210 　　　　有形固定資産 227,016,326

資　産　の　部　合計 398,092,536 　　　　特定資産 138,109,622

固　定　負　債　　計 10,407,221 　　　　その他の固定資産 5,437,801

流　動　負　債　　計 2,089,951 流　動　資　産 27,528,787

負　債　の　部　合計 12,497,172 資　産　の　部　合計 398,092,536

差　引　純　資　産 398,092,536 固　定　負　債 10,407,221

流　動　負　債 2,089,951

負　債　の　部　合計 12,497,172

基本金 610,558,579

第１号基本金 600,783,788

第４号基本金 9,774,791

繰越収支差額 △ 224,963,215

純資産の部合計 385,595,364

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 398,092,536
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