
（令和3年3月31日現在）

学校法人　国際ビジネス学院金沢
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

(2) 建物

金沢市南町6番12号 ㎡ 円 円 円

同上

(3) 構築物

(3) 教育研究用機器備品

円

(4) その他の機器備品

円 円 円

(5) 図書

円

(6) 車両

円 円 円

(7) ソフトウエア

円 円 円

(8) その他の固定資産

円

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

 

291,393

福邦銀行 松岡支店 34,424,625 120,072,361

北國銀行 本店 420,872,933 130,008,482

50,862 -

出資金 30,000

計 6,390,000

備考

計 512,420,144 300,085,856

預入先
預入額

57,071,724 -

福井信用金庫 本店

北陸信用金庫 本店 - 50,005,013

普通預金 定期預金

種別 金額

計 5,955,489

立替金 563,478

仮払金 285,640

前払金 2,843,900

備考

未収入金 2,262,471

種別 取得価額 備考

計 4,743,360 2,529,792 2,213,568

敷金・保証金 6,360,000

備考

ソフトウエア 財務会計システム 4,743,360 2,529,792 2,213,568

種別 明細 取得価額 減価償却額 帳簿価額

4,469,774

種別 明細

計 7,274,750 2,804,976 4,469,774

2,804,976

備考

計 24,348,102 13,077,744

取得価額 減価償却額

計 84,189,450 43,248,431 40,941,019

帳簿価額 備考

取得価額 備考

教具 各校共用

3

校舎 4,904.19 423,705,258 63,529,803 360,175,455

4,904.19 433,145,078 66,295,067 366,850,011計

計 795.43 317,634,850

種別 面積 取得価額 減価償却額 帳簿価額 備考所在地

財産目録

1,568,862,572

750,109,690

818,752,882

510,007,889

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 金沢市南町226番他8筆 795.43 317,634,850

1,058,854,683

種別 所　　　　在　　　　地 面　　　積 取　得　価　額

備考

教具 スーパースイーツ製菓専門学校 54,600,000 21,840,000 32,760,000

構築物 サイン工事 500,000 200,000 300,000

26,452,290 20,819,786 5,632,504

計 500,000 200,000 300,000

専門学校金沢美専教具

種別 明細 取得価額 減価償却額 帳簿価額

校具 専門学校金沢美専 3,243,502 3,243,499

計 40,110

種別 明細 取得価額 減価償却額

校具 スーパースイーツ製菓専門学校 2,500,000 1,250,000

乗用車 マツダデミオ他 7,274,750

福邦銀行 金沢支店

校舎 9,439,820 2,765,264 6,674,556

器具

教育用書籍 40,110

11,270,358

種別

法人本部 18,604,600 8,584,245 10,020,355

3,137,160 588,645 2,548,515

帳簿価額

1,250,000



【Ⅱ】 負債

(1) 長期借入金

円 円

(2) 前受金

円

(3) その他の負債

円

計 410,653,000

利率

福井信用金庫

1年内返済予定　計

計 33,954,889

退職給付引当金 1,962,500

未払金 23,326,421

長期未払金 2,515,968

預り保証金 6,000,000

仮受金 150,000

種別 金額

項目 金額 備考

学生納付金 410,653,000 次年年度授業料等

備考

計 65,400,000

㈱福邦銀行 60,000,000 0.60

借入先 金額

5,400,000 0.60 内、1年内返済予定

内、1年内返済予定 60,000,000

1,800,000

61,800,000

備考


