
事　　　　　　　　　　項 要　組　入　高 組　入　高 未　組　入　高 摘要

第　１　号　基　本　金
　前　期　繰　越　高 35,511,454,380 35,490,601,254 20,853,126
　当　期　組　入　高

　　 1.建物
　　　 法人・大学
　　　　　ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ2階 空調設備工事 8,615,705
　　　　　ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ2階 電気設備工事 4,055,009
　　　　　本ｷｬﾝﾊﾟｽ総合案内所空調設備更新工事 399,600
　　　　　5号館火災監視盤更新工事 3,348,000
　　　　　9号館男子ﾄｲﾚ改修工事 11,510,798
　　　　　1号館男子ﾄｲﾚ改修工事(1F〜3F) 2,018,289
　　　　　3号館男子ﾄｲﾚ改修工事 629,454
　　　　　4号館男子ﾄｲﾚ改修工事（1F,3F) 1,042,575
　　　　　5号館(GYC）男子ﾄｲﾚ改修工事 2,300,055
　　　　　6号館男子ﾄｲﾚ改修工事 1,971,215
　　　　　7号館男子ﾄｲﾚ改修工事 2,165,501
　　　　　8号館男子ﾄｲﾚ改修工事(1F〜4F) 1,938,297
　　　　　大学会館男子ﾄｲﾚ改修工事 4,530,481
　　　　　ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ男子ﾄｲﾚ改修工事 1,196,631
　　　　　研修ｾﾝﾀｰ男子ﾄｲﾚ改修工事 4,812,132
　　　　　8号館研究室空調設備工事 3,705,312
　　　　　5号館(ｼﾞｯｸﾎｰﾙ)1階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室系統空調設備更新工事 4,383,305
　　　　　1号館1階多目的ﾄｲﾚｵｽﾄﾒｲﾄ取付工事（衛生設備） 885,600
　　　　　8号館研究室空調設備更新工事 61,059,366
　　　　　5号館(ｼﾞｯｸﾎｰﾙ) 3階ｱﾘｰﾅ耐震工事 37,303,359
　　　　　5号館(ｼﾞｯｸﾎｰﾙ) ﾛﾋﾞｰ(1〜3階)耐震工事 13,184,600
　　　　　大学会館 附属設備の除却 △ 4,530,481
　　　　　7号館情報処理研究ｾﾝﾀ- 附属の除却 △ 2,165,501
　　　　　8号館校舎 附属設備(空調)の除却 △ 64,764,678
　　　　　研修ｾﾝﾀ- 附属設備の除却 △ 4,812,132
　　　　　5号館ｼﾞｯｸﾎ-ﾙの除却 △ 3,348,000
　　　　　5号館ｼﾞｯｸﾎ-ﾙ 空調設備の除却 △ 4,383,305
　　　　　5号館ｼﾞｯｸﾎ-ﾙ 衛生設備の除却 △ 2,300,055
　　　　　9号館校舎  付属設備(電気)の除却 △ 189,470
　　　　　9号館校舎  附属設備(給排水)の除却 △ 6,065,304
　　　　　9号館校舎  附属設備(給排水)の除却 △ 2,815,897
　　　　　4号館校舎 ﾄｲﾚ改修 衛生換気の除却 △ 1,042,575
　　　　　6号館校舎 ﾄｲﾚ改修(衛生換気)の除却 △ 1,971,215
　　　　　１号館ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｾﾝﾀ-（衛生設備）の除却 △ 2,018,289
　　　　　3号館ｺﾐｭﾆﾃｲﾌﾟﾗｻﾞ改修工事の除却 △ 629,454
　　　　　守衛室新築工事の除却 △ 399,600
　　　　　ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ改修工事(空調･衛生設備工事)の除却 △ 1,196,631
　　　　　8号館西側男子ﾄｲﾚ衛生設備工事の除却 △ 1,199,531
　　　　　8号館東側男子ﾄｲﾚ衛生設備工事の除却 △ 738,766
　　　　　9号館男子ﾄｲﾚ建築工事の除却 △ 2,283,775
　　　　　9号館男子ﾄｲﾚ衛生設備工事の除却 △ 345,822
　　　　　　　　　　　小　　　計 63,854,803 63,854,803

　　　2.構築物
　　　法人・大学
　　　　　9号館カフェテリア東側外灯更新工事 189,470
　　　　　第2ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｱｰﾁｪﾘｰ場防矢ﾈｯﾄ工事 2,989,073
　　　　　　　　　　　小　　　計 3,178,543 3,178,543

　　　3.教育研究用機器備品
　　　法人・大学
　　　　　自動貸出返却装置（図書館） 6,868,800
　　　　　南ｷｬﾝﾊﾟｽ ﾌﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ液晶ﾓﾆﾀ 944,244
　　　　　教員研究費　ﾊﾟｿｺﾝ他 8,480,514
　　　　　図書館2階ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ改修工事 594,001
　　　　　図書館AVﾎｰﾙ　映像機器更新工事 699,300
　　　　　教務課　ｴﾙｺﾞﾒｰﾀｰ (GYCHALL　Cﾎｰﾙ) 3,607,200
　　　　　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　tableauｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ用 891,000
　　　　　耐火金庫 592,487
　　　　　ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰ複合機他 4,260,003
　　　　　教員研究費　ﾊﾟｿｺﾝ他の除却 △ 10,581,601
　　　　　　　　　　　小　　　計 16,355,948 10,860,908 5,495,040

　　　過年度未組入れに係る当期組入れ
　　　　　ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ 他未払金支払高 12,000,798 △ 12,000,798

　　4.管理用機器備品
　　　法人・大学
　　　　　ﾊﾟｿｺﾝ他 1,138,911
　　　　　ﾌﾟﾘﾝﾀｰ他の除却 △ 1,111,867
　　　　　　　　　　　小　　　計 27,044 27,044

基本金明細表
平成30年 4月 1日　から
平成31年 3月31日　まで

（単位 円）



事　　　　　　　　　　項 要　組　入　高 組　入　高 未　組　入　高 摘要

　　5.図書
　　　法人・大学
　　　　　平成30年度　取得図書 26,640,441
　　　　　過年度図書(H26年度以前 図書資産)の除却 △ 9,408,591
　　　　　　　　　　　小　　　計 17,231,850 17,231,850
　　　　　　　　　　　法人・大学計 100,648,188 107,153,946 △ 6,505,758

　　1.建物
　　 .高校
　　　　　男子トイレ改修工事 3,808,080
　　　　　管理棟　附属設備（給排水消化）の除却 △ 1,108,152
　　　　　高校棟　附属設備（給排水消化）の除却 △ 921,555
　　　　　中学棟　附属設備（給排水消化）の除却 △ 430,313
　　　　　体育館棟　附属設備（給排水消化）の除却 △ 1,348,060
　　　　　　　　　　　小　　　計 0 0

　　2.構築物
　　　高校
　　　　　人工芝張替工事 29,700,000
　　　　　H30年度卒業記念品　外灯 662,000
　　　　　　　　　　　小　　　計 30,362,000 30,362,000

　　3.教育研究用機器備品
　　　高校
　　　　　バトミントン支柱 179,800
　　　　　アルミ枠ホーローホワイト平面白板 125,280
　　　　　鉄製ローリングタワー 199,800
　　　　　デジタイマー　モルテンUX0110 74,300
　　　　　シューズケース 189,000
　　　　　簡単テント2 150,768
　　　　　簡単テント2 150,768
　　　　　気柱共鳴装置セット 199,800
　　　　　とび箱 134,300
　　　　　生徒用タブレット 62,424
　　　　　ｻｯｶｰｺﾞｰﾙﾈｯﾄ 69,900
　　　　　大判プリンター 143,100
　　　　　ICT設備導入追加 687,852
　　　　　ICT設備導入経費（ホール・会議室） 2,018,520
　　　　　多目的支柱（ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ）の除却 △ 117,600
　　　　　跳び箱の除却 △ 181,650
　　　　　広報用自転車の除却 △ 82,800
　　　　　ﾃﾞｼﾞﾀｲﾏｰの除却 △ 75,000
　　　　　　　　　　　小　　　計 3,928,562 3,928,562

　　4.管理用機器備品
　　　高校
　　　　　理事室椅子 157,140
　　　　　入試広報用　Ipad他ﾊﾟｿｺﾝ一式 266,436
　　　　　入試広報用　Imaq他ﾊﾟｿｺﾝ一式の除却 △ 558,504
　　　　　　　　　　　小　　　計 △ 134,928 △ 134,928

　　5.図書
　　　高校
　　　　　図書（H30年度） 3,098,809
　　　　　過年度図書(H26年度末)の除却 △ 2,989,522
　　　　　　　　　　　小　　　計 109,287 109,287
　　　　　　　　　　　高校計 34,264,921 34,264,921 0
　　　　　　　　　　　　　計 134,913,109 141,418,867 △ 6,505,758

　当　期　末　残　高 35,646,367,489 35,632,020,121 14,347,368

第　４　号　基　本　金
　前　期　繰　越　高 466,000,000 466,000,000 0
　当　期　末　残　高 466,000,000 466,000,000 0

合　　　　計
　前　期　繰　越　高 ―――　 35,956,601,254 20,853,126
　当　期　組　入　高 ―――　 141,418,867
　当　期　取　崩　高 ―――　 0
　当　期　末　残　高 ―――　 36,098,020,121 14,347,368

（単位 円）


