
（令和5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

(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

白山キャンパス4号館

(3) 構築物

円 円 円

(3) 教育研究用機器備品

円 円 円

(4) 管理用機器備品

円 円 円

(5) 図書

円

(6) 車両

円 円 円

(7) 無形固定資産

円 円 円

円 円 円

(8) その他の固定資産

リサイクル預託金 75,180

施設利用権 水道施設利用権 3,241,000 651,441

1,032,306

種別 明細 取得価額 減価償却額

6,575,160 4,960,768

取得価額 減価償却額 帳簿価額

長期前払金 655,000

計 21,253,180

備考

計 40,210,730

帳簿価額

857,503

種別 明細

計 8,790,633 7,933,130 857,503

7,933,130乗用車 送迎用バス他 8,790,633

備考

校舎 77,659,167 31,724,596 45,934,571

1,101,549,730 146,487,952 955,061,778

校舎 3,870.00 600,906,352 76,284,516 524,621,836

計

校舎 1,063.92 174,412,906 21,228,203 153,184,703

面　　　積 取　得　価　額

計 11,920.87 535,449,317

種別 面積 取得価額 減価償却額 帳簿価額 備考明細

58,832,094

財産目録

2,755,511,726

1,701,359,058

1,054,152,668

722,966,504

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

2,032,545,222

種別 所　　　　在　　　　地

500,000 0

構築物 福井校 2,170,000 1,934,916 235,084

51,218,770 13,782,982 37,435,788

計 78,164,852 19,097,674 59,067,178

かなざわ食マネジメント専門職大学教具

備考

構築物 白山キャンパス 75,994,852 17,162,758

白山キャンパス共用

取得価額 備考

50,921,134 26,806,719 24,114,415

帳簿価額

500,000

計

備考

計 144,255,218 60,032,103 84,223,115

種別 明細 取得価額 減価償却額

その他 書画骨董

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 10,309,221 13,460,962

教具 国際動物看護専門学校 15,353,238 6,141,294 9,211,944

教具 国際ペット専門学校金沢 2,991,893 2,991,887 6

校舎敷地 石川県白山市横江町8街区1番他 9,271.04 466,794,317 白山キャンパス

校舎 1,890.00 248,571,305 17,250,637 231,320,668

器具

教育用書籍 40,210,730

1,614,392

種別

サーバー等 6,075,160 4,960,768 1,114,392

取得価額 備考

計 8,078,330 4,456,465 3,621,865

2,589,559

有価証券 9,000,000

出資金 1,440,000

敷金・保証金 10,083,000

ソフトウエア 図書管理システム他 4,837,330 3,805,024

種別



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

269,788

福邦銀行 松岡支店 35,260,309 157,230,983

北國銀行 本店 506,242,668 314,031,302

99,793 -

備考

計 576,516,230 471,262,285

預入先
預入額

34,912,360 -

福井信用金庫 本店

普通預金 定期預金

種別 金額

計

計 6,104,365

徴収不能引当金 △ 892,600

502,397,060

利率

立替金 299,901

備考

未収入金 5,728,028

1年内返済予定　計

内、1年内返済予定

計 80,569,444

退職給与引当金 4,724,000

未払金 36,571,590

預り金 1,856,099

役員退職慰労引当金 15,865,625

賞与引当金 12,078,920

種別 金額

項目 金額 備考

学生納付金 502,397,060 次年度授業料等

備考

計 140,000,000

㈱福邦銀行 140,000,000 0.60

借入先 金額

20,000,000

20,000,000

備考

福邦銀行 金沢支店

福井銀行 上荒屋支店 1,100

預り保証金 1,717,000

長期未払金 7,756,210

仮払金 102,696

前払金 866,340


