
1．法人の概要
（1）　設置する学校・学科

大商学園高等学校　普通科・商業科

（2）　学校・学科等に入学定員、生徒数の状況

普通科 特進コース（Ⅰ類、Ⅱ類）

情報クリエイティブコース 320名

進学コース

商業科 40名

（3）　役員・教職員の概要

理事長 村田　陽 他　理事6名

監事 2名 評議員 6名

本務教員 校長　奥野　正巳 他　35名

専任・常勤講師 43名　非常勤講師 30名　嘱託教員 11名

本務職員 8名 嘱託職員 6名

2．事業の概要

授業料（年額） 550,000

施設・設備費（年額） 30,000

入学検定料 20,000

入学金 200,000

宿泊研修会費 22,000

特待生制度

入学金減額制度 （令和3年度に同じ）

3．財務の概要

財務の分析

補助金

その他の補助金 38.3 38.8

44.3%
27.9%

2年度 3年度

経常費補助金比率
教育研究費比率

41.7%
27.5%

令和4年度事業報告書

経常費補助金 41.7 44.3

人件費比率 69.1%
2年度 3年度

64.6%



令和　3年 4月 1日 から
令和　4年 3月 31日 まで
決　算 決　算

744,926,135 939,178,665
33,529,300 273,722,975
5,400,000 22,863,806

564,220,937 4,860,875
56,474,979 55,650,000
48,722,059 61,181,746
69,300,000 3,753,455

388,050,026 750,000,000
△ 144,892,611 365,567,526
1,256,490,386 △ 48,410,004

593,852,167

3,022,221,211

3,022,221,211

令和　3年 4月 1日 から
令和　4年 3月 31日 まで
決　算 決　算

744,926,135 936,297,558
33,529,300 405,648,651
5,403,960 27,181,205

564,220,937

50,248,929

1,398,329,261 1,369,127,414

80,815,951
△ 8,673,400

6,757,661
△ 710,199,308
△ 703,441,647

令和　3年 4月 1日 から
令和　4年 3月 31日 まで
本年度末 本年度末

6,461,822,063 922,696,857
685,862,884 280,590,870

7,147,684,947 1,203,287,727

6,647,838,867
△ 703,441,647

7,147,684,947

消費収支差額の部合計

事業活動収支計算書

貸借対照表

資産の部　合計 負債の部　合計

負債の部、基本金の部
及び消費収支差額の部合計

基本金の部合計

流動資産 流動負債

資　産　の　部 負　債　の　部

翌年度繰越収支差額

経常収支差額
特別収支差額
当年度収支差額

収入の部　合計
支出の部　合計

事業活動　収　入　の　部 事業活動　支　出　の　部

設備関係支出

受取利息配当金収入

資産運用支出

雑収入

その他の支出

前受金等収入

借入金等利息支出
借入金等返済支出

前年度繰越支払資金

大商学園高等学校

収　入　の　部 支　出　の　部
学生生徒等納付金収入 人件費支出
手数料収入 教育研究経費支出
寄付金収入 管理経費支出

固定資産 固定負債

資金収支計算書

前年度繰越収支差額

補助金 徴収不能引当金繰越額
雑収入 （又は徴収不能額）
教育活動収入の部合計 教育活動支出の部合計

学生生徒等納付金 人件費
手数料 教育研究費

その他の収入

資金支出調整勘定
資金収入調整勘定

次年度繰越支払資金

寄付金 管理経費

補助金収入

施設関係支出



令和　3年 4月 1日 から
令和　4年 3月 31日 まで
決　算 決　算
56,474,979 4,860,875
51,614,104 51,614,104

令和　3年 4月 1日 から
令和　4年 3月 31日 まで
決　算 決　算

0 8,673,400

△ 8,673,400 △ 8,673,400

事 業 活 動 支 出 の 部
教育活動外収入計 教育活動外支出計

特別収支差額

事 業 活 動 収 入 の 部 事 業 活 動 支 出 の 部
特別収入の部 特別支出の部

教育活動外収支差額

事 業 活 動 収 入 の 部

教育活動外収支計算書

特別収支計算書



純資産の部 5,944,397,220

令和3年度

令和3年3月31日

固定負債 922,696,857

流動負債 280,590,870

負債の部合計 1,203,287,727

685,862,884

資産の部合計 7,147,684,947

負債の部

学校法人　大商学園　財産目録

資産の部

固定資産 6,461,822,063

有形固定資産 4,411,785,361

特定資産 1,673,550,000

その他の固定資産 376,486,702

流動資産



令和4年4月

4 新戸　登代子 元PTA会長

5 柴　鴨彦 現PTA会長

2 中野　郁子 元利倉東町159自治会長

3 溝口　章仁 菊田印刷社長

地域学校評価委員名簿

No. 氏名 役職

1 亀田　章 元利倉東町自治会長



学校法人 大商学園 

理事長 村田 陽 殿 

 

監事監査報告 

 

このたび新しく改正された会計処理に基づき当学園の令和 3 年度

会計処理等関連書類を監査役 2 名で本日監査執行を致しました。 

現在の財政状態等総ての決算関連書類を監査致しました結果、適正

であり、異常なき事を確認致しました。 

 

 

令和 4年 5月 25日 

 

 

監事  中村 寛治    

監事  村田 正治    


