
（令和4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

ソフトウエア 図書管理システム他 4,837,330 3,460,922

種別 取得価額 備考

計 8,078,330 3,895,216 4,183,114

2,806,706

有価証券 9,000,000

出資金 1,440,000

敷金・保証金 83,000

校舎敷地石川県白山市横江町8街区1番他 9,271.04 465,809,895 白山キャンパス

校舎 1,890.00 246,206,305 7,336,369 238,869,936

器具

教育用書籍 36,008,469

2,244,688

種別

サーバー等 6,075,160 4,330,472 1,744,688

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 6,872,814 16,897,369

白山キャンパス共用

取得価額 備考

46,075,629 16,229,986 29,845,643

帳簿価額

500,000

計

備考

計 132,203,618 38,220,153 93,983,465

種別 明細 取得価額 減価償却額

その他 書画骨董 500,000 0

構築物 福井校 2,170,000 1,717,916 452,084

39,761,170 7,493,129 32,268,041

計 78,164,852 12,934,517 65,230,335

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 11,216,601 64,778,251

財産目録

2,622,185,759

1,746,280,599

875,905,160

624,698,285

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

1,997,487,474

種別 所　　　　在　　　　地 面　　　積 取　得　価　額

計 11,920.87 534,464,895

種別 面積 取得価額 減価償却額 帳簿価額 備考明細
校舎 77,659,167 29,517,065 48,142,102

1,099,184,730 101,815,280 997,369,450

校舎 3,870.00 600,906,352 50,856,344 550,050,008

計

校舎 1,063.92 174,412,906 14,105,502 160,307,404

備考

計 36,008,469

帳簿価額

1,346,503

種別 明細

計 8,460,633 7,114,130 1,346,503

7,114,130乗用車 送迎用バス他 8,460,633

備考

長期前払金 851,500

計 11,449,680

教具 国際ペット専門学校金沢 22,596,636 7,624,224 14,972,412

リサイクル預託金 75,180

施設利用権 水道施設利用権 3,241,000 434,294

1,376,408

種別 明細 取得価額 減価償却額

6,575,160 4,330,472

取得価額 減価償却額 帳簿価額



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

福邦銀行 金沢支店

種別 金額

項目 金額 備考

学生納付金 405,089,500 次年度授業料等

備考

計 160,000,000

㈱福邦銀行 160,000,000 0.60

借入先 金額

20,000,000

20,000,000

備考

計 59,608,785

退職給与引当金 4,459,000

未払金 27,571,843

預り金 2,900,000

役員退職慰労引当金 14,546,942

賞与引当金 10,131,000

種別 金額

計

計 2,099,177

立替金 185,535

405,089,500

利率

前払金 357,776

備考

未収入金 1,555,866

1年内返済予定　計

内、1年内返済予定

備考

計 452,464,420 421,179,561

預入先
預入額

19,120,195 -

福井信用金庫 本店

普通預金 定期預金

162,002

福邦銀行 松岡支店 18,415,880 157,152,731

北國銀行 本店 414,828,272 264,026,830

100,073 -


