
（令和3年3月31日現在）

学校法人　国際ビジネス学院
１． 資産総額 円

(1) 基本財産

(2) 運用財産

２． 負債総額

３． 正味財産

【Ⅰ】 資産

１． 基本財産

(1) 土地

㎡ 円

円

(2) 建物（附属設備を含む）

福井校校舎 ㎡ 円 円 円

白山キャンパス1,2号館

白山キャンパス3号館

(3) 構築物

(3) 教育研究用機器備品

円

(4) 管理用機器備品

(5) 図書

円

(6) 車両

円 円 円

(7) 建設仮勘定

円 円 円

(8) ソフトウエア

円 円 円

(9) その他の固定資産

円

リサイクル預託金 75,180

計 13,622,033

施設利用権

種別 明細 取得価額 減価償却額 帳簿価額 備考

建設費 白山キャンパス4号館建設費 46,356,000 0 46,356,000

計 46,356,000 0

3,023,853

1,761,082

種別 明細 取得価額 減価償却額

6,575,160 3,700,176

取得価額 減価償却額 帳簿価額 備考

計 31,715,542

帳簿価額

2,000,503

種別 明細

計 8,460,633 6,460,130 2,000,503

6,460,130乗用車 送迎用バス他 8,460,633

校舎 1,136.15 77,659,167 27,246,248 50,412,919

5,883.68 850,515,425 59,689,421 790,826,004

校舎 3,719.84 600,906,352 25,428,172 575,478,180

計

計 11,920.87 531,464,895

種別 面積 取得価額 減価償却額 帳簿価額 備考明細

財産目録

2,655,442,476

1,584,161,619

1,071,280,857

696,248,391

種別 明細 取得価額 減価償却額 帳簿価額 備考

備　　　　　考

校舎敷地 福井県坂井市丸岡町熊堂3字七木賊1番22他 2,649.83 68,655,000 福井校

1,959,194,085

種別 所　　　　在　　　　地 面　　　積 取　得　価　額

構築物 福井校 2,170,000 1,500,916 669,084

18,345,131 2,991,887 15,353,244

計 70,096,627 6,906,503 63,190,124

国際ペット専門学校金沢教具

備考

構築物 白山キャンパス 67,926,627 5,405,587 62,521,040

備考

計 121,743,021 21,392,569 100,350,452

種別 明細 取得価額 減価償却額

その他 書画骨董 500,000 0

白山キャンパス共用

取得価額 備考

76,789,754 12,300,049 64,489,705

帳簿価額

500,000

種別 明細 取得価額 減価償却額 帳簿価額

教具

教具 国際調理専門学校 23,770,183 3,436,407 20,333,776

教具 国際サイクル専門学校 2,837,953 2,664,226 173,727

計

校舎敷地 石川県白山市横江町8街区1番他 9,271.04 462,809,895 白山キャンパス

校舎 1,027.69 171,949,906 7,015,001 164,934,905

器具

教育用書籍 31,715,542

2,874,984

種別

サーバー等 6,075,160 3,700,176 2,374,984

46,356,000

有価証券 9,000,000

出資金 1,440,000

敷金・保証金 83,000

備考

ソフトウエア 図書管理システム他 4,837,330 3,076,248

種別 取得価額 備考

計 4,837,330 3,076,248 1,761,082



２． 運用財産

(1) 現金預金

円 円

現金残高 円

(2) その他の運用財産

円

 

【Ⅱ】 負債

(1) 長期借入金

円 円

(2) 前受金

円

(3) その他の負債

円

369,653

福邦銀行 松岡支店 196,610,440 107,093,876

北國銀行 本店 368,848,576 364,030,827

100,353 -

備考

計 598,148,408 471,124,703

預入先
預入額

32,589,039 -

福井信用金庫 本店

普通預金 定期預金

種別 金額

計

計 1,638,093

立替金 395,070

仮払金 214,745

392,871,500

利率

前払金 461,078

備考

未収入金 567,200

1年内返済予定　計

内、1年内返済予定

計 123,376,891

退職給与引当金 5,120,000

未払金 94,620,441

預り金 208,700

仮受金 600,000

役員退職慰労引当金 10,968,750

賞与引当金 11,859,000

種別 金額

項目 金額 備考

学生納付金 392,871,500 次年度授業料等

備考

計 180,000,000

㈱福邦銀行 180,000,000 0.60

借入先 金額

60,000,000

60,000,000

備考

福邦銀行 金沢支店


