
平成20年 4月 1日から
平成21年 3月31日まで

（単位　円）

収　入　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異
　4,784,728,000 　4,685,160,695 　　 99,567,305学生生徒等納付金収入　　　　　　　　
　3,315,665,000 　3,177,513,915 　　138,151,085　　授業料収入
　　302,187,000 　　309,434,200 △ 　　　7,247,200　　入学金収入
　　795,213,000 　　764,773,820 　　 30,439,180　　実験実習料収入
　　366,463,000 　　428,948,760 △ 　　 62,485,760　　施設維持費収入
　　　5,200,000 　　　4,490,000 　　　　710,000　　学生研修費収入
　　 83,875,000 　　 70,281,580 　　 13,593,420手数料収入　　　　　　　　　　　　　
　　 69,580,000 　　 56,345,000 　　 13,235,000　　入学検定料収入
　　　5,873,000 　　　6,183,500 △ 　　　　310,500　　試験料収入
　　　2,500,000 　　　2,196,800 　　　　303,200　　証明手数料収入
　　　　700,000 　　　　175,000 　　　　525,000　　学位論文審査手数料収入
　　　4,562,000 　　　4,520,780 　　　　 41,220　　大学入試センター試験実施手数料収入
　　　　660,000 　　　　860,500 △ 　　　　200,500　　生涯学習講師手数料
　　 22,660,000 　　 33,460,500 △ 　　 10,800,500寄付金収入　　　　　　　　　　　　　
　　 22,600,000 　　 33,360,500 △ 　　 10,760,500　　特別寄付金収入
　　　　 60,000 　　　　100,000 △ 　　　　 40,000　　一般寄付金収入
　　363,719,000 　　390,898,746 △ 　　 27,179,746補助金収入　　　　　　　　　　　　　
　　363,453,000 　　390,635,900 △ 　　 27,182,900　　国庫補助金収入
　　　　266,000 　　　　262,846 　　　　　3,154　　地方公共団体補助金収入
　　244,418,000 　　208,209,163 　　 36,208,837資産運用収入　　　　　　　　　　　　
　　　9,930,000 　　　6,991,067 　　　2,938,933　　奨学基金運用収入
　　　2,500,000 　　　1,284,695 　　　1,215,305　　研究奨励基金運用収入
　　220,210,000 　　171,606,739 　　 48,603,261　　受取利息・配当金収入
　　 11,778,000 　　 28,326,662 △ 　　 16,548,662　　施設設備利用料収入

　　 11,244,900 △ 　　 11,244,900資産売却収入　　　　　　　　　　　　
　　 11,244,900 △ 　　 11,244,900　　有価証券売却収入

　　454,860,000 　　478,052,584 △ 　　 23,192,584事業収入　　　　　　　　　　　　　　
　　135,120,000 　　142,119,800 △ 　　　6,999,800　　補助活動収入
　　230,756,000 　　219,478,116 　　 11,277,884　　附属事業収入
　　 60,000,000 　　 77,454,668 △ 　　 17,454,668　　受託事業収入
　　 28,984,000 　　 39,000,000 △ 　　 10,016,000　　収益事業収入
　　 25,420,000 　　 25,963,303 △ 　　　　543,303雑収入　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 31,000 　　　　165,402 △ 　　　　134,402　　入試関係資料売却収入
　　　6,588,000 　　　4,708,357 　　　1,879,643　　教材売却収入
　　 18,801,000 　　 21,089,544 △ 　　　2,288,544　　その他の雑収入
　　300,000,000 　　230,000,000 　　 70,000,000借入金等収入　　　　　　　　　　　　
　　300,000,000 　　230,000,000 　　 70,000,000　　短期借入金収入
　2,361,657,000 　2,394,895,124 △ 　　 33,238,124前受金収入　　　　　　　　　　　　　
　1,402,257,000 　1,325,200,840 　　 77,056,160　　授業料前受金収入
　　274,095,000 　　307,361,500 △ 　　 33,266,500　　入学金前受金収入
　　358,039,000 　　367,605,100 △ 　　　9,566,100　　実験実習前受金収入
　　281,636,000 　　345,690,900 △ 　　 64,054,900　　施設維持費前受金収入
　　　4,800,000 　　　3,884,000 　　　　916,000　　学生研修費前受金収入
　　 38,760,000 　　 39,230,000 △ 　　　　470,000　　寮費前受金収入
　　　2,070,000 　　　1,587,000 　　　　483,000　　家庭料理技能検定前受金収入

　　　4,335,784 △ 　　　4,335,784　　その他の前受金収入
　　 19,321,000 　1,803,260,334 △ 　1,783,939,334その他の収入　　　　　　　　　　　　

　1,332,031,600 △ 　1,332,031,600　　退職給与引当資産からの繰入収入
　　392,524,500 △ 　　392,524,500　　建設引当資産からの繰入収入

　　　2,321,000 　　 49,642,823 △ 　　 47,321,823　　前期末未収入金収入
　　　　350,000 △ 　　　　350,000　　長期預かり金収入

　　 10,000,000 　　 13,391,000 △ 　　　3,391,000　　貸付金回収収入
　　　5,000,000 　　　1,763,605 　　　3,236,395　　預り金受入収入

　　　1,891,143 △ 　　　1,891,143　　仮払金回収収入
　　　2,000,000 　　　2,000,000　　仮受金受入収入

　　　　 88,021 △ 　　　　 88,021　　貯蔵品受入収入
　　 11,577,642 △ 　　 11,577,642　　事業部受入収入

資  金  収  支  計  算  書



（単位　円）

収　入　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

△ 　2,516,452,000 △ 　2,468,786,420 △ 　　 47,665,580資金収入調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　　2,000,000 △ 　　 29,907,826 　　 27,907,826　　期末未収入金　　　　　　　　　　　　
△ 　2,514,452,000 △ 　2,438,878,594 △ 　　 75,573,406　　前期末前受金　　　　　　　　　　　　
　6,656,351,978 　6,656,351,978前年度繰越支払資金　　　　　　　　　

収 入 の 部 合 計  12,800,557,978  14,518,992,487 △ 　1,718,434,509



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　3,067,709,000 　3,144,114,544 △ 　　 76,405,544人件費支出　　　　　　　　　　　　　
　1,386,462,000 　1,357,424,921 　　 29,037,079　　教員人件費支出　　　　　　　　　　　
　1,561,788,000 　1,529,772,767 　　 32,015,233　　職員人件費支出
　　 46,795,000 　　 48,963,032 △ 　　　2,168,032　　役員報酬支出
　　 72,664,000 　　207,953,824 △ 　　135,289,824　　退職金支出
　1,309,427,000 　1,213,229,871 　　 96,197,129教育研究経費支出
　　293,446,000 　　291,027,453 　　　2,418,547　　消耗品費支出
　　132,692,000 　　134,468,503 △ 　　　1,776,503　　光熱水費支出
　　 36,513,000 　　 30,144,764 　　　6,368,236　　旅費交通費支出
　　 13,618,000 　　 10,685,900 　　　2,932,100　　奨学費支出
　　 13,616,000 　　 13,806,327 △ 　　　　190,327　　福利費支出
　　 30,894,000 　　 25,769,136 　　　5,124,864　　通信運搬費支出
　　 50,981,000 　　 36,950,867 　　 14,030,133　　印刷製本費支出
　　 48,099,000 　　 48,761,766 △ 　　　　662,766　　修繕費支出
　　 24,024,000 　　 21,914,246 　　　2,109,754　　取壊費支出
　　214,278,000 　　209,369,322 　　　4,908,678　　管理費支出
　　172,860,000 　　136,976,947 　　 35,883,053　　賃借料支出
　　　9,957,000 　　　9,528,373 　　　　428,627　　諸会費支出
　　　7,507,000 　　　8,228,355 △ 　　　　721,355　　会合費支出
　　 11,396,000 　　　8,887,566 　　　2,508,434　　渉外費支出
　　202,414,000 　　195,049,166 　　　7,364,834　　諸報酬・手数料支出
　　 35,934,000 　　 23,772,737 　　 12,161,263　　補助費支出
　　 11,198,000 　　　7,888,443 　　　3,309,557　　雑支出
　　703,377,000 　　677,444,401 　　 25,932,599管理経費支出　　　　　　　　　　　　
　　 38,231,000 　　 34,175,048 　　　4,055,952　　消耗品費支出
　　　8,001,000 　　　9,301,591 △ 　　　1,300,591　　光熱水費支出
　　 13,123,000 　　 10,594,295 　　　2,528,705　　旅費交通費支出
　　　4,869,000 　　　3,856,368 　　　1,012,632　　福利費支出
　　 29,777,000 　　 28,152,484 　　　1,624,516　　通信運搬費支出
　　 61,709,000 　　 47,556,323 　　 14,152,677　　印刷製本費支出
　　 10,825,000 　　　8,489,954 　　　2,335,046　　修繕費支出
　　　　867,000 　　　　404,243 　　　　462,757　　取壊費支出
　　 16,358,000 　　 15,545,216 　　　　812,784　　管理費支出
　　 28,935,000 　　 23,905,434 　　　5,029,566　　賃借料支出
　　 39,656,000 　　 30,901,496 　　　8,754,504　　公租公課支出
　　138,674,000 　　142,625,239 △ 　　　3,951,239　　広告宣伝費支出
　　　3,185,000 　　　2,003,469 　　　1,181,531　　諸会費支出
　　　4,227,000 　　　1,987,414 　　　2,239,586　　会合費支出
　　 21,939,000 　　 13,820,233 　　　8,118,767　　渉外費支出
　　 54,185,000 　　 66,365,721 △ 　　 12,180,721　　諸報酬・手数料支出
　　　　969,000 　　　3,853,770 △ 　　　2,884,770　　雑支出
　　　　300,000 　　　　411,597 △ 　　　　111,597　　香川綾記念費支出
　　 78,261,000 　　 92,203,555 △ 　　 13,942,555　　補助活動支出
　　149,286,000 　　141,290,951 　　　7,995,049　　附属事業支出
　　 23,665,000 　　 23,503,562 　　　　161,438借入金等利息支出　　　　　　　　　　
　　 23,665,000 　　 23,503,562 　　　　161,438　　借入金等利息支出
　　417,000,000 　　347,000,000 　　 70,000,000借入金等返済支出　　　　　　　　　　
　　417,000,000 　　347,000,000 　　 70,000,000　　短期借入金返済支出
　　287,185,000 　　313,671,513 △ 　　 26,486,513施設関係支出　　　　　　　　　　　　
　　103,213,000 　　 81,629,500 　　 21,583,500　　土地支出
　　 96,072,000 　　161,824,892 △ 　　 65,752,892　　建物支出
　　 87,900,000 　　 70,217,121 　　 17,682,879　　構築物支出
　　199,324,000 　　185,809,667 　　 13,514,333設備関係支出　　　　　　　　　　　　
　　151,887,000 　　107,550,016 　　 44,336,984　　教育研究用機器備品支出　　　　　　　
　　　4,904,000 　　 37,347,575 △ 　　 32,443,575　　その他の機器備品支出　　　　　　　　
　　 42,533,000 　　 40,912,076 　　　1,620,924　　図書支出　　　　　　　　　　　　　　
　　300,000,000 　1,859,875,000 △ 　1,559,875,000資産運用支出　　　　　　　　　　　　
　　100,000,000 　　100,000,000　　有価証券購入支出
　　200,000,000 　　200,000,000　　退職給与引当資産への繰入支出

　1,859,875,000 △ 　1,859,875,000　　減価償却引当資産への繰入支出



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　　 74,852,000 　　 76,051,409 △ 　　　1,199,409その他の支出　　　　　　　　　　　　
　　 25,000,000 　　 11,838,520 　　 13,161,480　　貸付金支払支出
　　 15,626,000 　　 30,726,625 △ 　　 15,100,625　　前期末未払金支払支出

　　　　229,000 △ 　　　　229,000　　長期預り金支出
　　 30,000,000 　　 31,540,051 △ 　　　1,540,051　　前払金支払支出

　　　　378,000 △ 　　　　378,000　　敷金支払支出
　　　4,226,000 　　　4,226,000　　仮払金支払支出

　　　1,339,213 △ 　　　1,339,213　　仮受金支出
　　 50,000,000 　　 50,000,000［予備費］　　　　　　　　　　　　　

△ 　　 35,990,000 △ 　　 64,717,413 　　 28,727,413資金支出調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　　6,756,000 △ 　　 31,799,976 　　 25,043,976　　期末未払金　　　　　　　　　　　　　
△ 　　 29,234,000 △ 　　 32,917,437 　　　3,683,437　　前期末前払金　　　　　　　　　　　　
　6,404,008,978 　6,743,009,933 △ 　　339,000,955次年度繰越支払資金　　　　　　　　　

支 出 の 部 合 計  12,800,557,978  14,518,992,487 △ 　1,718,434,509


