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資産の部

１．基本財産

摘　     　      　　　　　要 金　  　額

土地

（１）神戸市灘区青谷町２丁目７番の１ 6,971.00㎡ 60,380,933円

　　　（大学）

（２）神戸市灘区青谷町２丁目７番の１ 22,141.82㎡ 257,036,298円

                 〃         ７番の３

　　　（高等学校・中学校・小学校）

（３）神戸市灘区青谷町２丁目２番１ 2,271.00㎡ 23,962,197円

　　　（大学のテニスコート用地）

（４）神戸市灘区青谷町２丁目７番の２ 2,049.00㎡ 1,021,475,820円

                 〃         ７番の４ 96.00㎡

       (大学校地）           

（５）西宮市木津山町２５番の１ 6,521.82㎡ 205,713,920円

　　　（マリア幼稚園用地）

土地計 40,050.64㎡ 1,568,569,168円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

建物

（１）大学本館

　　　所在地　神戸市灘区青谷町２丁目７番

　　　①構造　鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付５階建 3,603.46㎡ 510,237,787円

　　　②構造　鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付４階建 2,956.01㎡

（２）大学２号館

　　　所在地　神戸市灘区青谷町２丁目７番

　　　構　造　鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付４階建 2,149.22㎡ 38,632,476円

（３）図書館棟

　　　所在地　神戸市灘区青谷町２丁目７番

　　　構  造　鉄筋コンクリート造瓦・ルーフィング葺 4,047.12㎡ 587,944,559円

              地下１階付４階建

（４）日本家屋

　　　所在地　神戸市灘区青谷町２丁目７番

　　　構  造　木造瓦葺２階建 104.96㎡ 1円

（５）高中校舎（南館、西館、講堂棟、電気室）

　　　所在地　神戸市灘区青谷町２丁目７番１

　　　①構造　鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 10,627.04㎡ 1,568,449,891円

　　　　　　　地下１階付４階建

　　　②構造　コンクリートブロック造ｺﾝｸﾘｰﾄ葺平屋建 14.58㎡ 87,502円

（６）食堂・ロッカー棟

　　　所在地　神戸市灘区青谷町２丁目７番１

　　　構　造　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造合金ﾒｯｷ鋼板葺き地下１階付平屋建 659.17㎡ 394,555,710円

（７）警備員詰所 8円

（８）体育館

　　　所在地　神戸市灘区青谷町２丁目７番１

　　　①構造　鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 1,675.82㎡ 14,567,397円

　　　②構造　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 194.90㎡ 3円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

建物

（10）小学校校舎

　　　所在地　神戸市灘区青谷町２丁目７番１

　　　構　造　鉄筋コンクリート造陸屋根５階 3,316.89㎡ 177,415,074円

（11）マリア幼稚園園舎

　　　所在地　西宮市木津山町２５番の１ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸屋根2階1,725.00㎡ 660,276,425円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地下車庫 50.00㎡ 1円

建物計 31,124.17㎡ 3,952,166,834円

構築物

　（１）大学 5,182,332円

　（２）高等学校 30,584,912円

　（３）中学校 30,584,912円

　（４）小学校 1,938,847円

　（５）マリア幼稚園 64,697,346円

構築物計 132,988,349円

教育研究用機器備品

　（１）大学 11,271,268円

　（２）高等学校 66,694,478円

　（３）中学校 66,694,605円

　（４）小学校 18,923,826円

　（５）マリア幼稚園 25,600,628円

教育研究用機器備品計 189,184,805円

管理用機器備品

　（１）法人 305,756円

　（２）大学 1,154,715円

　（３）高等学校 6,535,591円

　（４）中学校 6,535,572円

　（５）小学校 12円

　（６）マリア幼稚園 42,932円

管理用機器備品計 14,574,578円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

図書

　（１）大学 439,425,654円

　（２）高等学校 37,417,378円

　（３）中学校 29,578,531円

　（４）小学校 15,491,847円

　（５）マリア幼稚園 653,240円

図書計 522,566,650円

車輛

　（１）大学（トヨタ乗用車）１台 1円

　（２）マリア幼稚園（スクールバス）２台 2円

車輛計 3円

電話加入権

　（１）大学 1,050,828円

　（２）高等学校 152,880円

　（３）マリア幼稚園 74,984円

電話加入権計 1,278,692円

ソフトウェア

　（１）法人 2円

　（２）大学 3,099,606円

　（３）マリア幼稚園 2円

ソフトウェア計 3,099,610円

引当特定資産

　（１）法人 　　　　　 　第３号基本金引当資産 1,000,000,000円

　（２）大学 　　　　　 　第３号基本金引当資産 255,000,000円

引当特定資産計 1,255,000,000円

基本財産合計 7,639,428,689円



２．運用財産

摘　     　      　　　　　要 金　  　額

出資金

　（１）大学 245,000円

　（２）高等学校 12,743,500円

　（３）中学校 9,144,950円

　（４）小学校 5,336,850円

　（５）マリア幼稚園 167,158円

出資金計 27,637,458円

保証金

　（１）大学 170,000円

　（２）高等学校 70,000円

　（３）小学校 20,000円

　（４）マリア幼稚園 150,000円

保証金計 410,000円

引当特定資産

　（１）大学　　　　退職給与引当特定資産 300,000,000円

　（２）高等学校　　施設設備引当特定資産 900,000,000円

　（３）中学校　　　施設設備引当特定資産 900,000,000円

　（４）小学校　　　施設設備引当特定資産 800,000,000円

引当特定資産計 2,900,000,000円

現金・預金

　（１）法人 27,699,861円

　（２）大学 5,536,737円

　（３）高等学校 201,613,513円

　（４）中学校 187,195,908円

　（５）小学校 211,634,687円

　（６）マリア幼稚園 290,636,013円

現金・預金計 924,316,719円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

未収入金

　（１）法人 0円

　（２）大学 170,141,000円

　（３）高等学校 20,555,098円

　（４）中学校 55,705,850円

　（５）小学校 6,189,350円

　（６）マリア幼稚園 9,555,818円

未収入金計 262,147,116円

有価証券

   (１）大学 220,000,000円

　（２）高等学校 235,000,000円

　（３）中学校 242,068,000円

　（４）小学校 255,250,000円

有価証券計 952,318,000円

前払金

　（１）大学 215,000円

　（２）マリア幼稚園 1,333,813円

前払金計 1,548,813円

立替金

　（１）中学校 5,252,730円

立替金計 5,252,730円

仮払金

　（１）高等学校 1,068,640円

仮払金計 1,068,640円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

生徒費預り資産

　（１）高等学校 39,804,169円

　（２）中学校 59,025,910円

　（３）小学校 13,807,021円

生徒費預り資産計 112,637,100円

運用財産計 5,187,336,576円

資産の部合計 12,826,765,265円



負債の部

摘　     　      　　　　　要 金　  　額

長期借入金

　（１）高等学校（公益社団法人　兵庫県私学振興協会） 175,000,000円

　（２）中学校　（公益社団法人　兵庫県私学振興協会） 175,000,000円

　（３）マリア幼稚園（日本私学振興・共済事業団） 286,060,000円

長期借入金計 636,060,000円

退職給与引当金

　（１）大学 198,518,603円

退職給与引当金計 198,518,603円

一年以内返済予定長期借入金

　（１）マリア幼稚園 18,330,000円

一年以内返済予定長期借入金計 18,330,000円

短期未払金

　（１）法人 1,083,471円

　（２）大学 5,764,087円

　（３）高等学校 16,171,365円

　（４）中学校 52,031,120円

　（５）小学校 8,141,936円

　（６）マリア幼稚園 3,468,259円

短期未払金計 86,660,238円

前受金

　（１）大学 85,317,000円

　（２）高等学校 27,600,000円

　（３）中学校 58,400,000円

　（４）小学校 22,000,000円

　（５）マリア幼稚園 8,230,000円

前受金計 201,547,000円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

預り金

　（１）法人 441,294円

　（２）大学 1,111,575円

　（３）高等学校 1,002,699円

　（４）中学校 1,745,095円

　（５）小学校 3,241,272円

　（６）マリア幼稚園 1,693,942円

預り金計 9,235,877円

生徒費預り金

　（１）高等学校 39,804,169円

　（２）中学校 59,025,910円

　（３）小学校 13,807,021円

生徒費預り金計 112,637,100円

負債の部合計 1,262,988,818円

正味財産 11,563,776,447円


