
(単位 円)

科            目
土地 法人

6,913,054
成美大学

576,948,083
成美高校

43,223,627
計 627,084,764

建物 法人
27,365,499

減価償却累計額 △ 23,282,816
小　　　計 4,082,683

成美大学
2,562,440,033

減価償却累計額 △ 811,227,107
小　　　計 1,751,212,926

短期大学部
985,175,282

減価償却累計額 △ 391,701,652
小　　　計 593,473,630

成美高校
2,264,581,033

減価償却累計額 △ 860,835,751
小　　　計 1,403,745,282

計 3,752,514,521
構築物 法人

32,199,386
減価償却累計額 △ 31,908,710
小　　　計 290,676

成美大学
49,144,266

減価償却累計額 △ 40,590,224
小　　　計 8,554,042

短期大学部
48,045,522

減価償却累計額 △ 45,738,353
小　　　計 2,307,169

成美高校
185,795,550

減価償却累計額 △ 127,050,895
小　　　計 58,744,655

計 69,896,542
教育研究用機器備品 成美大学

12,398,713
減価償却累計額 △ 6,825,211
小　　　計 5,573,502

短期大学部
6,731,103

減価償却累計額 △ 4,799,431
小　　　計 1,931,672

成美高校
46,573,135

減価償却累計額 △ 18,204,431
小　　　計 28,368,704

計 35,873,878
その他の機器備品 法人

2,386,352
減価償却累計額 △ 1,841,841
小　　　計 544,511

成美大学
31,453,939

減価償却累計額 △ 5,965,101
小　　　計 25,488,838

短期大学部
7,702,957

減価償却累計額 △ 3,796,834
小　　　計 3,906,123

成美高校
883,810

減価償却累計額 △ 444,008
小　　　計 439,802

計 30,379,274
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(単位 円)

科            目
図書 法人

179,217
成美大学

52,038,123
短期大学部

128,926,295
成美高校

39,189,218
計 220,332,853

教育研究用リース資産 成美大学
24,305,400

減価償却累計額 △ 24,305,400
小　　　計 0

成美高校
26,189,100

減価償却累計額 △ 25,416,720
小　　　計 772,380

計 772,380
基　本　財　産　計 4,736,854,212

運用土地
2,136,736

計 2,136,736
電話加入権

1,453,437
計 1,453,437

有価証券
430,000

計 430,000
現金預金

当座預金 17,798,677
普通預金 142,352,760
定期預金 3,797,932

計 163,949,369
未収入金 法人

仮払金戻入収入 852
小　　　計 852

成美大学
補助金 43,796,863
仮払金戻入収入 6,276

小　　　計 43,803,139
短期大学部

補助金 4,676
仮払金戻入収入 1,421

小　　　計 6,097
成美高校

納付金 39,000
補助金 18,994,368
退職金財団交付金 24,665,600
仮払金戻入収入 23,244

小　　　計 43,722,212
共通

徴収不能引当金 △ 7,700,000
計 79,832,300

前払金 法人
前払金 2,255,430

小　　　計 2,255,430 2,255,430
運　用　財　産　計 250,057,272

資    産    合    計 4,986,911,484
長期借入金 成美大学

0
成美高校

91,133,459
計 91,133,459

退職給与引当金 法人
11,908,151

成美大学
0

短期大学部
171,401,616

成美高校
132,905,048

計 316,214,815

部  門
摘            要 金            額
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(単位 円)

科            目
長期未払金

成美高校
129,675

計 129,675
固　定　負　債　計 407,477,949

短期借入金 法人
短期借入金 497,600,000

成美大学
一年以内返済予定長期借入金 7,450,000

成美高校
一年以内返済予定長期借入金 11,870,136

計 516,920,136
未払金 法人

4,477,493
成美大学

62,777,323
短期大学部

1,592,746
成美高校

39,386,626
計 108,234,188

前受金 成美大学
授業料前受金 20,355,000
教育充実費前受金 7,080,000
入学金前受金 20,100,000
実験実習料前受金 1,770,000
寮費前受金収入 120,000

小　　　計 49,425,000
短期大学部

授業料前受金 803,000
教育充実費前受金 250,000
入学金前受金 0
実験実習料前受金 50,000

小　　　計 1,103,000
成美高校

施設設備資金前受金 15,000,000
入学金前受金 12,750,000
寮費前受金収入 2,520,000

小　　　計 30,270,000
計 80,798,000

預り金 共通
給与控除預り金その他 8,811,273

計 8,811,273
仮受金 共通

後援会・学会・学友会費等 5,202,767
計 5,202,767

流　動　負　債　計 719,966,364
負　　債　　合　　計 1,127,444,313

差　引　正　味　財　産 3,859,467,171

部  門
摘            要 金            額
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