
平成31(2019)年３月31日現在

項　　目 金　　額

１ 資　産　総　額　 ¥1,615,395,209

２ 純　資　産　額　 ¥1,416,473,455

３ 基　本　財　産　 ¥1,342,078,476

所　在　地 面　積(㎡) 評価額 備　　考

581.61 590,212,259 貸借対照表

計① 581.61 590,212,259

建 物 名 称 構　造 面　積(㎡) 評価額 備　　考

中央三丁目(仙台駅前) 鉄骨･鉄筋コンクリート造 3,647.81 213,925,928 貸借対照表

計② 3,647.81 213,925,928

設 備 名 称 点　数 評価額 備　　考

一式 68,091,973

立体駐車場補修・内部パレット塗装 一式 586,001

２階実習室改修(電話回線、電気・放送設備) 一式 65,193

８階設備(工事･屋内配線(工事･材料･試験)･音響 一式 189,068

外看板改修 一式 960,400

３階拡声スピーカー工事 一式 14,107

立体駐車場主電動機交換 一式 244,517

校舎内各所改修(ﾄｲﾚ･ﾛﾌﾄ･火報機増設) 一式 600,886

給湯工事一式(３Ｆ～７Ｆ手洗場) 一式 833,469

３階エステ室改装工事(造作･電源増設) 一式 156,247

エレベーター改装工事 一式 3,362,000

カーテンレール(２Ｆエステ室) 一式 169,004

冷暖房設備改修工事 一式 25,069,725

電話他装置地下移転工事 一式 973,380

地下給排水設備工事 一式 775,639

電気設備工事Ｂ１Ｆ改装 一式 467,100

地階ﾛﾋﾞｰ冷暖房設備取付 一式 342,542

校舎入口改修･ｴﾝﾄﾗﾝｽｻｲﾝ･地階階段ｻｲﾝ改修 一式 3,754,219

電話関係増設;地階理事長席･１階カロン 一式 88,219

地階階段看板施工･非常照明移設 一式 148,896

間仕切工事(３Ｆ南・中教室パーテーション設置) 一式 2,847,636

ｗｉ-ｆｉ環境構築工事(校舎内全域) 一式 673,437

６Ｆ南教室(ｽﾋﾟｰｶｰ移設,ｴｱｺﾝ移設) 一式 129,912

６Ｆ教室スライディング壁工事 一式 1,730,268

鏡取付工事 一式 28,659

１Ｆシェード･６Ｆ北カーテン取付工事 一式 88,154

カロン,電話接続・LAN新設 一式 51,353

カロン,(美容室)新設工事 一式 5,797,275

カロン,電気設備(改装)工事 一式 427,169

カロン,鏡(新設)工事 一式 43,573

カロン,空調設備改装工事 一式 518,705

カロン,給排水設備増設工事 一式 421,067

宮城文化,電話関係移設;地階 一式 220,355

計③ 119,870,148 貸借対照表

種　別 名　称 点　数 評価額 備　　考

校具及び教具 教育研究用機器備品 2,775 15,971,699 貸借対照表

管理用機器備品 管理用機器備品 433 979,850

図書 図書 427 640,235

車両 車両 3 3,643,834

計④ 3,635 21,235,618

無形固定資産 電話加入権 8 1,590,108 貸借対照表

　　 〃 投資有価証券 1 180,000,000

学校法人 守末学園

校
舎

財 産 目 録
計算の根拠

３＋４

計①～⑤合計

校
地

宮城県仙台市青葉区中央三丁目４-８

１－５

附
属
設
備

中央三丁目校舎内装･設備(電気･音響･空調給排水)

校
具
等

そ
の
他

2019/7/9



平成31(2019)年３月31日現在

　　 〃 　　〃 1 100,000,000

　　 〃 収益事業元入金 一式 912,682

　　 〃 保証金 1 2,500

　　 〃 保険積立金 1 97,575,606

　　 〃 長期貸付金 1 16,753,627

計⑤ 13 396,834,523

４　運　用　財　産　　　金　　　　　　　　¥273,316,733 計⑥～⑦合計

種　別 銀 行 等 名 口座番号 金　額 備　　考

現金 90,999

小口現金 10,007

小計 101,006 貸借対照表

普通預金 七十七銀行北仙台支店 5403006 161,208,531

　　〃 〃 9120882 178,952

　　〃 〃(グリース) 5014437 516,860

　　〃 〃 5008210 475,564

　　〃 〃 5010831 32,890,034

定期預金 荘内銀行イオン利府支店 1042031 36,002,424

普通預金 〃 1036490 1,692,046

普通預金 七十七銀行長町支店 5581028 17,290,623

　　〃 七十七銀行長町支店 9131752 6,061,132

　　〃 七十七銀行本店 7841035 4,611,455

　　〃 七十七銀行本店(グリース) 8135703 71,496

振替口座 ゆうちょ銀行 02220-3-132831 3,134,898

小計 12口座 264,134,015 貸借対照表

計⑥ 264,235,021 貸借対照表

有価証券 0

立替金 1,030,440

前払金 725,191

仮払金 18,974

未収入金 8,465,857

短期貸付金 0

徴収不能引当金 -1,158,750

計⑦ 9,081,712

５　負　   債   　金　　　　　金　　　　　　　　　¥198,921,754 計⑧～⑨合計

種類・勘定科目 件　数 金　額 備　　考

長期借入金 ﾍｱﾒｲｸから文化へ 1 16,753,627 貸借対照表

短期借入金 0

未払金 11,338,656

前受金 138,630,450

仮受金 13,895,022

預り金 17,138,281

旅行積立預り金 1,165,718

計⑧ 198,921,754
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