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注　記

（1）重要な会計方針

①引当金の計上基準

徴収不能引当金･･･未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、

　　　　　　　　　　　　 当期は徴収不能見込額はないため計上していない。

退職給与引当金・・・退職金制度を設けていないため計上していない。　　　　　

②その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法・・・移動平均法による原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当するものはない。

外貨建資産、負債等の本邦通貨への換算基準・・・該当するものはない。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法・・・預り金に係る収入と支出は、総額で表示している。

食堂その他の教育研究活動の付随する活動に係る収支の表示方法・・・補助活動に係る収支は、純額で表示している。

（2）重要な会計方針の変更等　　　該当するものはない。

（3）減価償却額の累計額の合計額　　　1,251,079,515円　　

（4）徴収不能引当金の合計額　　　0円

（5）担保に供されている資産の種類及び額　　　該当するものはない。

（6）翌会計年度以降の会計年度において基本金へ組入れを行うこととなる金額　　　該当するものはない。

（7）その他財産及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

（単位：円）

貸借対照表計上額 時価 差額

5,127,503 12,728,000 7,600,497

0 0 0

5,127,503 12,728,000 7,600,497

当年度（平成25年3月31日）
種　　類

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

②ﾃﾞﾘﾊﾞﾃﾞｨﾌﾞ取引･･･該当なし。

①有価証券の時価情報

時価が貸借対照表計上額を越えないもの

合　　計
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③学校法人の出資による会社に係る事項

事業内容

代表者氏名

役員及び従業員の数

会社役員 氏名
学校法人における

役職等

取締役 和田　公人　 理事長

資本金 10,000,000円 200株

学校法人の出資状況 10,000,000円 200株 出資割合　100％

出資の状況 平成13年10月5日 10,000,000円 200株

当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金取引は無し

（単位：円）

期首残高 資金支出等 資金収入等 期末残高

当該会社の株式評価 0 0 0 0

保証債務

代表者氏名

役員及び従業員の数

会社役員 氏名
学校法人における

役職等

取締役 和田　公人　 理事長

資本金 60,000,000円 600株

学校法人の出資状況 30,000,000円 300株 出資割合　50％

出資の状況 平成21年5月29日 30,000,000円 300株

（単位：円）

期首残高 資金支出等 資金収入等 期末残高

当該会社への出資金等 30,000,000 0 0 30,000,000

保証債務

無し

学習塾

続　真一

取締役3名　監査役1名　従業員 無

学校法人と当該会社
との人事上の関係

当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。

名称及び所在地
株式会社ＳＯＢＡエデュケーション

名称及び所在地
株式会社ドードス

北海道札幌市中央区南一条西五丁目7番地

当期中に学校法人が
受け入れた配当及び
寄附の金額並びに、
学校法人との資金、
その他の取引状況

学校法人と当該会社
との人事上の関係

当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。

平成16年9月決算において既に債務超過に陥り、平成17年9月決算及び平成18年9月決算では、内容的には
費用であると認めざるを得ない仮払金、立替金が計上されており、決算書に記載されている内容より実際は費
用が多い。従って、実質的に当該会社は債務超過の状態が継続しており、改善の見込みが立たないため、当
学校法人は平成19年3月に評価減を行った。

東京都新宿区新宿二丁目12番13号

事業内容

1.インターネットを利用したｅラーニング事業

2.コンピュータに関するシステムの企画、開発及び販売並びに運営

6.学習指導センターの運営

3.ソフトウェアの企画、開発及び販売

4.教育に関するポータルサイトの企画及び運営

5.学習教材の企画、開発及び販売

乾　和志

取締役2名　従業員　無

7.前各号に附帯する一切の業務

当期中に学校法人が
受け入れた配当及び
寄附の金額並びに、
学校法人との資金、
その他の取引状況

無し
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代表者氏名

役員及び従業員の数

会社役員 氏名
学校法人における

役職等

取締役 和田　公人　 理事長

資本金 31,000,000円 620株

学校法人の出資状況 30,000,000円 600株 出資割合　96.7％

出資の状況 平成22年2月24日 30,000,000円 600株

（単位：円）

賃料 2,400,000

当該会社への支払額 管理委託手数料 15,900,000

期首残高 資金支出等 資金収入等 期末残高

当該会社への出資金等 30,000,000 0 0 30,000,000

当該会社への貸付金 0 249,000,000 0 249,000,000

当該会社からの未収入金 0 150,791 0 150,791

当該会社への貸付金資金使途について

　学校法人村山学園の運転資金のための貸付である。

学校法人村山学園概要

理事長

鈴木　淳

役員数　理事5名、監事2名

理　事 和田　公人　

理　事 和田　みゆき

設置校 学科 在籍者数 教員数

全日制　普通科 103 21

通信制　普通科 26 3

保証債務

代表者氏名

役員及び従業員の数

資本金 30,000,000円 600株

学校法人の出資状況 29,950,000円 599株 出資割合99.8％

出資の状況 平成23年6月28日 29,950,000円 599株

（単位：円）

光熱費 84,000

当該会社への支払額 広報費 144,000

期首残高 資金支出等 資金収入等 期末残高

当該会社への出資金等 29,950,000 0 0 29,950,000

保証債務

事業内容

1.学校及び各種教室の運営全般・経営全般に係わる諸業務の受託及びコンサルティング

2.各種ソフトウェアの企画・製作・製造・販売・賃貸及び輸出入業務並びにその斡旋・仲介業務

3.各種商品に係わる企画・製作・製造・販売・賃貸及び輸出入業務並びにその斡旋・仲介業務

4.各種法人への投融資及び合併、分割、営業譲渡、株式譲渡等に関する指導・仲介及び斡旋
   並びに関連するコンサルティング業務

5.インターネットを利用した各種教室の企画、運営並びにインターネットを利用した各種情報
   提供サービス

6.その他適法な一切の事業

鈴木　淳

取締役3名　従業員　3名

学校法人と当該会社
との人事上の関係

当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。

名称及び所在地
学校運営機構株式会社

東京都新宿区新宿二丁目12番13号

当期中に学校法人が
受け入れた配当及び
寄附の金額並びに、
学校法人との資金、
その他の取引状況

無し

当該会社からの受入額

事業内容

5.飲食店の経営

6.ファション関係の店舗経営

2.コンサルタント業務

3.広告代理店業務

4.人材派遣及び人材紹介

無し

名称及び所在地
株式会社Ｅｄｕｃａｔｅｄ

東京都新宿区新宿二丁目12番13号

当学校法人は当該会社と近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し平成22年9月1日に建物賃貸借契約を締結している。

所在地

千葉県鴨川市横渚815番地

文理開成高等学校

　当学校法人の役員のうち2名が理事を兼務している。

1.学校運営

無し

当期中に学校法人が
受け入れた配当及び
寄附の金額並びに、
学校法人との資金、
その他の取引状況

当該会社からの受入額

当学校法人は当該会社と近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、平成24年7月20日に定期建物賃貸借契約を締結して
いる。ただし、平成26年1月31日迄は無料（フリーレント）としている。

7.前各号の附帯関連する一切の事業

石井　太朗

取締役1名　従業員　無

学校法人と当該会社
との人事上の関係
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代表者氏名

役員及び従業員の数

会社役員 氏名
学校法人における

役職等

代表取締役 和田　公人　 理事長

資本金 30,000,000円 600株

学校法人の出資状況 30,000,000円 600株 出資割合　100％

平成22年9月28日 20,000,000円 400株

平成24年10月2日 10,000,000円 200株

（単位：円）

受取利息 37,296

賃料 1,200,000

当該会社への支払額 委託手数料 12,329,870

期首残高 資金支出等 資金収入等 期末残高

当該会社への出資金等 20,000,000 10,000,000 29,999,999 1

当該会社への貸付金 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

当該会社からの未収入金 112,704 112,602 112,704 112,602

保証債務

④主な外貨建資産・負債･･･該当なし。

⑤偶発債務･･･該当なし。

⑥所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類 リース料総額
未経過リース料

期末残高

教育研究用
機器備品 730,800 414,120

教育研究用
機器備品 579,600 458,850

平成21年3月1日以前に開始したリース取引･･･該当なし。

⑦純額で表示した補助活動に係る収支

法人本部 （単位：円）

支出 金額 収入 金額

補助活動費支出 5,791,401 補助活動収入 5,794,050

純額 2,649

八洲学園大学

支出 金額 収入 金額

補助活動費支出 1,065,680 補助活動収入 6,686,120

純額 5,620,440

八洲学園高等学校

支出 金額 収入 金額

補助活動費支出 36,373,372 補助活動収入 71,386,038

純額 35,012,666

⑧関連当事者との取引･･･該当なし。

⑨後発事象、等･･･該当なし。

出資の状況

事業内容

1.商業デザイン・インテリアデザインの企画制作

2.コンピュータに関するソフトウェアの開発及び販売

3.コマーシャル・映画映像の企画制作　4.広告代理店業

5.インターネットを利用したビジネスモデルの企画・導入に関するコンサルティング

6.インターネット上のホームページの企画、開発、制作に関するコンサルティング

7.インターネット用のコンピュータシステムの構築、保守、管理、企画及びこれらに
   関するコンサルティング

無し

当該会社からの受入額

当学校法人は当該会社と近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し平成22年12月24日に建物賃貸借契約を締結している。
ただし、当初の6ヶ月間（平成23年6月23日迄）は無料（フリーレント）としているため、今年度の賃料は6月24日から発生して
いる。

8.労働派遣事業　9.有料職業紹介事業　10.マーケティングコンサルティング事業

11.投資育成事業　12.企業研修事業　13.前各号に附帯関連する一切の事業

和田　公人

取締役2名　監査役1名　従業員6名

当学校法人の役員のうち１名が取締役を兼務している。

当該会社からの受入額

当該会社は債務超過の状態が継続しており、改善の見込みが立たないため、当学校法人は平成25年3月に評価減を行っ
た。

当期中に学校法人が
受け入れた配当及び
寄附の金額並びに、
学校法人との資金、
その他の取引状況

学校法人と当該会社
との人事上の関係

名称及び所在地
株式会社イノーヴインタラクティブ

東京都新宿区新宿二丁目12番13号
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