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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㎡ 576,957,996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㎡ 33,610,672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㎡ 599,905,883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㎡ 1,426,415,203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㎡ 52,502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㎡ 367,773,114円

（７）警備員詰所 6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㎡ 11,636,167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㎡ 146,483,939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㎡ 609,357,383円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地下車庫 50.00㎡ 1円

建物計 31,124.17㎡ 3,772,192,870円

構築物

　（１）大学 4,098,488円

　（２）高等学校 21,862,726円

　（３）中学校 21,862,726円

　（４）小学校 1,294,731円

　（５）マリア幼稚園 51,683,013円

構築物計 100,801,684円

教育研究用機器備品

　（１）大学 9,012,325円

　（２）高等学校 34,486,344円

　（３）中学校 34,936,371円

　（４）小学校 6,949,563円

　（５）マリア幼稚園 16,907,038円

教育研究用機器備品計 102,291,641円

管理用機器備品

　（１）法人 264,990円

　（２）大学 2,252,041円

　（３）高等学校 3,282,828円

　（４）中学校 3,282,808円

　（５）小学校 12円

　（６）マリア幼稚園 25,766円

管理用機器備品計 9,108,445円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

図書

　（１）大学 441,037,530円

　（２）高等学校 38,440,385円

　（３）中学校 30,601,541円

　（４）小学校 15,784,510円

　（５）マリア幼稚園 446,310円

図書計 526,310,276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 1,270,087円

ソフトウェア計 1,270,089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 7,336,822,868円



２．運用財産

摘　     　      　　　　　要 金　  　額

出資金

　（１）大学 245,000円

　（２）高等学校 12,827,900円

　（３）中学校 9,230,650円

　（４）小学校 5,395,350円

　（５）マリア幼稚園 175,142円

出資金計 27,874,042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 32,253,345円

　（２）大学 68,919,491円

　（３）高等学校 312,463,880円

　（４）中学校 345,564,139円

　（５）小学校 250,276,031円

　（６）マリア幼稚園 332,532,276円

現金・預金計 1,342,009,162円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

未収入金

　（１）法人 0円

　（２）大学 19,439,850円

　（３）高等学校 282,000円

　（４）中学校 37,675,897円

　（５）小学校 2,057,471円

　（６）マリア幼稚園 17,693,408円

未収入金計 77,148,626円

有価証券

   (１）大学 20,000,000円

　（２）高等学校 270,000,000円

　（３）中学校 277,068,000円

　（４）小学校 285,250,000円

有価証券計 852,318,000円

前払金

　（１）法人 11,088円

　（２）大学 36,432円

　（３）マリア幼稚園 1,009,860円

前払金計 1,057,380円

立替金

　（１）中学校 4,014,300円

立替金計 4,014,300円

仮払金

   (１）大学 11,000円

　（２）高等学校 381,942円

仮払金計 392,942円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

生徒費預り資産

　（１）高等学校 65,650,970円

　（２）中学校 70,223,060円

　（３）小学校 18,688,833円

生徒費預り資産計 154,562,863円

運用財産計 5,359,787,315円

資産の部合計 12,696,610,183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） 140,000,000円

　（２）中学校　（公益社団法人　兵庫県私学振興協会） 140,000,000円

　（３）マリア幼稚園（日本私学振興・共済事業団） 249,400,000円

長期借入金計 529,400,000円

退職給与引当金

　（１）大学 188,818,589円

退職給与引当金計 188,818,589円

一年以内返済予定長期借入金

　（１）高等学校（公益社団法人　兵庫県私学振興協会） 17,500,000円

　（２）中学校　（公益社団法人　兵庫県私学振興協会） 17,500,000円

　（３）マリア幼稚園（日本私学振興・共済事業団） 18,330,000円

一年以内返済予定長期借入金計 53,330,000円

短期未払金

　（１）法人 974,240円

　（２）大学 26,195,681円

　（３）高等学校 2,206,475円

　（４）中学校 39,018,101円

　（５）小学校 3,145,340円

　（６）マリア幼稚園 11,709,724円

短期未払金計 83,249,561円

前受金

　（１）大学 27,652,000円

　（２）高等学校 27,800,000円

　（３）中学校 60,000,000円

　（４）小学校 22,800,000円

　（５）マリア幼稚園 9,978,000円

前受金計 148,230,000円



摘　     　      　　　　　要 金　  　額

預り金

　（１）法人 600,176円

　（２）大学 1,863,489円

　（３）高等学校 -31,939円

　（４）中学校 1,125,047円

　（５）小学校 2,235,483円

　（６）マリア幼稚園 1,785,551円

預り金計 7,577,807円

生徒費預り金

　（１）高等学校 65,650,970円

　（２）中学校 70,223,060円

　（３）小学校 18,688,833円

生徒費預り金計 154,562,863円

負債の部合計 1,165,168,820円

正味財産 11,531,441,363円


