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■資金収支計算書 
 

資金収支計算書は、その年度の教育研究等の諸活動に対応する資金の収入と支出のほか、

その年度内において現実に収納し、また支払った資金の収入と支出について、その顛末を明

らかにするものです。 

したがって、資金収入には、授業料や入学検定料、寄付金、国からの補助金のほか、次年

度の授業料等の前受金なども含まれます。資金支出には、人件費や教育研究にかかる経費、

学生募集・広報など管理部門にかかる経費、借入金返済支出、施設関係支出、設備関係支出

などが含まれます。 

 

 

■資金収支の概況 
 

2020 年度の収入（「収入の部合計」－「前年度繰越支払資金」）は、51 億 4405 万円となり

ました。支出（「支出の部合計」－「翌年度繰越支払資金」）は、55 億 5579 万円となりまし

た。 

収入の部では、学生生徒等納付金収入が前年度比1.8％増の36億 6608万円となりました。

手数料収入は前年度比 24.5％減の 1億 1341 万円となりました。寄付金収入は、1億 2187 万

円となりました。補助金収入は、私立大学等経常費補助金（私立大学等改革総合支援事業）

や授業料等減免費交付金（高等教育の修学支援新制度）、既存建築物省エネ化推進事業補助

金等の各種補助金の採択により 6億 33 万円となりました。公開講座や講習会による付随事

業・収益事業収入は、前年度比 66.6％減の 1122 万円となりました。 

支出の部では、教員人件費が前年度比 0.6％減の 14 億 7791 万円、職員人件費が 2.3％減

の 9億 3059 万円となっています。教育研究経費は、前年度比 25.4％増の 11 億 5762 万円と

なりました。教育研究経費は、学生の教育研究および学生生活にかかわる経費であり、その

他就職支援のための経費や基礎英語・日本語のリメディアル教育の拠点となる学習支援室

運営の経費、教職支援や実習支援に関する経費等も含まれます。また、総務、財務、学生募

集やその他広報に関する管理経費は、前年度比 2.5％減の 4 億 9557 万円となりました。施

設関係支出は、湖西キャンパスセミナーハウス関係工事（GHP 更改工事等）や講堂映像音響

設備改修工事等により 1億 2955 万円の支出となりました。設備関係支出は、証明書自動発

行機更改や証紙券売機更改等により 1億 4393 万円となりました。資産運用支出では、将来

の校舎の整備や教育研究に使用する機器の更新のため等に 8 億 82 万円を積み立てていま

す。

 

2020 年度決算は、公認会計士および監事の監査を経て、2021 年 5 月 24 日に開催された学

校法人真宗大谷学園理事会において承認されました。 

本学の会計は、公認会計士による監査を定期的に受けて処理しています。また、計算書類

は、「学校法人会計基準」に従って、「資金収支計算書」「事業活動収支計算書」「貸借対照表」

を作成しており、毎年、決算承認後、文部科学大臣に届け出ています。 
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■事業活動収支計算書 
 

事業活動収支計算書は、経常的な収支である教育活動収支、教育活動外収支と、臨時的な

収支である特別収支に区分し、それぞれに対応する事業活動収入と事業活動支出の内容を

明らかにするとともに、基本金組入後の均衡の状態を示すものです。 

教育研究を提供する学校法人は、学校を永続的に維持する責任がより一層求められてい

ます。そのためには、資金収支の整合性が取れているだけでなく、事業活動収支のバランス

を見ることによって、当該年度だけでなく、将来的な財政の健全性を見ることが重要になっ

てきます。この点、資金収支計算書に比べて事業活動収支計算書は、長期的な観点をもって

いるものといえます。 

 

 

■事業活動収支の概況 
 

 資金収支計算書と重複する項目を除いて説明します。 

教育活動収入では、寄付金のなかに現物寄付として現物を金額換算した 337 万円が含ま

れています。 

教育活動支出では、教育研究経費と管理経費の中に含まれる減価償却額が、教育研究経費

では 5 億 2469 万円、管理経費では 3903 万円となっています。基本金組入前当年度収支差

額は、△2303 万円となり、基本金組入後の当年度収支差額は△6億 8205 万円となりました。 

 

                                                                                                 2020年度資⾦収⽀計算書 （2020年4⽉1⽇〜2021年3⽉31⽇） （単位 円）
収   入   の   部 ⽀   出   の   部

⾦   額 ⾦   額
 学生生徒等納付⾦収入         3,666,080,750  人件費⽀出                   2,506,411,509
 手数料収入                   113,412,366  教育研究経費⽀出             1,157,623,095
 寄付⾦収入                   121,873,746  管理経費⽀出                 495,572,889
 補助⾦収入               600,336,456  借入⾦等利息⽀出             833,275

国庫補助⾦収入 590,032,100  分担⾦等⽀出                   12,120,000
地方公共団体補助⾦収入 10,304,356  借入⾦等返済⽀出             155,550,000

 付随事業・収益事業収入 11,227,177  施設関係⽀出                 129,550,702
 受取利息・配当⾦収入                     70,353,518  設備関係⽀出                 143,933,990
 雑収入                       120,179,069  資産運用⽀出                 800,824,344
 前受⾦収入                   608,864,800  その他の⽀出                 267,633,660
 その他の収入                 564,383,354
 資⾦収入調整勘定             △ 732,656,038  資⾦⽀出調整勘定             △ 114,261,674
 前年度繰越⽀払資⾦           4,423,181,377  翌年度繰越⽀払資⾦           4,011,444,785
 収入の部合計                 9,567,236,575  ⽀出の部合計                 9,567,236,575

科       目 科       目
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2020年度事業活動収⽀計算書（2020年4⽉1⽇〜2021年3⽉31⽇） （単位 円）
⾦  額

 学生生徒等納付⾦             3,666,080,750
 手数料                       113,412,366
 寄付⾦                       120,224,430
 経常費等補助⾦                       579,692,456
 付随事業収入 11,227,177
 雑収入                       125,033,835
 教育活動収入計 4,615,671,014
 人件費                       2,497,472,842
 教育研究経費                 1,685,838,095
 管理経費                     533,803,410

72,000
 教育活動⽀出計 4,717,186,347

      教育活動収⽀差額 △ 101,515,333
 受取利息・配当⾦                 67,282,551
 教育活動外収入計 67,282,551

教
育
活

 事業活動収入の部

教
育
活
動
収
⽀

事
業
活
動

収
入
の
部

事
業
活
動

⽀
出
の
部  徴収不能額等

科  目

 借入⾦等利息            833,275
 教育活動外⽀出計 833,275

      教育活動外収⽀差額 66,449,276
△ 35,066,057

 その他の特別収入 27,063,480
 特別収入計 27,063,480

12,120,000
 資産処分差額 2,108,023
 その他の特別⽀出 803,894
 特別⽀出計 15,031,917

12,031,563
△ 23,034,494

△ 659,021,489
△ 682,055,983

76,233,083
 基本⾦取崩額 0

△ 605,822,900
（参考）

4,710,017,045
4,733,051,539

 事業活動収入計
 事業活動⽀出計

 特別収⽀差額
 基本⾦組入前当年度収⽀差額
 基本⾦組入額合計
 当年度収⽀差額
 前年度繰越収⽀差額

 翌年度繰越収⽀差額

活
動
外
収
⽀

 事業活動⽀出の部

 経常収⽀差額

特
別
収
⽀

 事業活動収入の部

 事業活動⽀出の部

 分担⾦等     



 
大谷大学・大谷大学短期大学部 2020 年度決算 

   

 

【2020 年度事業活動収入構成比率】 

 

 

 

【2020 年度事業活動支出構成比率】 
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■貸借対照表 
 

学校法人の目的である教育研究活動を達成するためには、施設や設備など各種の膨大な

運用財産を必要とします。貸借対照表は、これらの財産の保有状況を表し、教育研究に必要

な財産が適正に維持・管理されているかどうかを示すものです。その意味でこの貸借対照表

は重要であり、事業活動収支計算書とともに長期的な観点を持つものといえます。 

ここでの資産は、保有する土地、建物、現金預金などを示し、負債とは、借入金や退職給

与引当金など、いずれ支出となっていくものを示します。基本金は、学校法人が必要な資産

を永続的に維持するために、事業活動収入のうちから組入れたものです。この基本金と繰越

収支差額の合計が正味財産となります。 

 

 

■貸借対照表の概況 
 

貸借対照表は、大谷大学・大谷大学短期大学部を設置する学校法人真宗大谷学園全体のも

のを、学校法人真宗大谷学園のホームページで公開しております。学校法人真宗大谷学園は、

本学のほか九州大谷短期大学、大谷高等学校・大谷中学校、大谷幼稚園を設置しています。 

資産の総額は、512 億 9338 万円で、前年度に比べて 20 億 5925 万円の減額となりました。

内訳は、土地、建物、備品、図書および引当特定資産などの固定資産が 442 億 3581 万円、

現金預金などの流動資産が 70 億 5757 万円となっています。 

負債の合計は、40 億 3956 万円で、前年度に比べて 18 億 5754 万円の減額となりました。

内訳は、退職給与引当金などの固定負債が 28 億 1605 万円、未払金や前受金などの流動負

債が 12 億 2351 万円となっています。 

基本金は、492 億 2722 万円となり、前年度に比べて 6 億 5425 万円の増額となっていま

す。 

詳細は「関連リンク」にあります「真宗大谷学園／決算報告・事業報告」をご覧ください。

また、「財産目録」についても学校法人全体のものを公開しておりますので、あわせてご覧

ください。 


