
平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

（単位　円）

収　入　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異
　4,680,410,000 　4,819,690,395 △ 　　139,280,395学生生徒等納付金収入　　　　　　　　
　2,453,749,000 　2,530,887,655 △ 　　 77,138,655　　授業料収入
　　301,798,000 　　323,420,000 △ 　　 21,622,000　　入学金収入
　　793,628,000 　　808,175,290 △ 　　 14,547,290　　実験実習料収入
　1,125,210,000 　1,151,263,450 △ 　　 26,053,450　　施設維持費収入
　　　6,025,000 　　　5,944,000 　　　　 81,000　　学生研修費収入
　　 73,467,000 　　 76,080,050 △ 　　　2,613,050手数料収入　　　　　　　　　　　　　
　　 57,559,000 　　 59,040,000 △ 　　　1,481,000　　入学検定料収入
　　　5,199,000 　　　5,968,300 △ 　　　　769,300　　試験料収入
　　　5,018,000 　　　5,294,400 △ 　　　　276,400　　証明手数料収入
　　　　525,000 　　　1,225,000 △ 　　　　700,000　　学位論文審査手数料収入
　　　4,819,000 　　　4,326,150 　　　　492,850　　大学入試センター試験実施手数料収入
　　　　247,000 　　　　216,200 　　　　 30,800　　生涯学習講師手数料
　　　　100,000 　　　　 10,000 　　　　 90,000　　料理教室認定手数料
　　 38,040,000 　　 38,315,152 △ 　　　　275,152寄付金収入　　　　　　　　　　　　　
　　 35,000,000 　　 38,220,152 △ 　　　3,220,152　　特別寄付金収入
　　　3,040,000 　　　　 95,000 　　　2,945,000　　一般寄付金収入
　　271,000,000 　　278,048,984 △ 　　　7,048,984補助金収入　　　　　　　　　　　　　
　　268,999,000 　　276,671,000 △ 　　　7,672,000　　国庫補助金収入
　　　2,001,000 　　　1,377,984 　　　　623,016　　地方公共団体補助金収入
　　218,894,000 　　377,116,169 △ 　　158,222,169資産運用収入　　　　　　　　　　　　
　　　7,210,000 　　 10,226,388 △ 　　　3,016,388　　奨学基金運用収入
　　　2,500,000 　　　2,854,444 △ 　　　　354,444　　研究奨励基金運用収入
　　192,012,000 　　339,686,153 △ 　　147,674,153　　受取利息・配当金収入
　　 17,172,000 　　 24,349,184 △ 　　　7,177,184　　施設設備利用料収入
　2,500,000,000 　1,474,400,000 　1,025,600,000資産売却収入　　　　　　　　　　　　
　2,500,000,000 　1,474,400,000 　1,025,600,000　　有価証券売却収入
　　440,443,000 　　458,496,217 △ 　　 18,053,217事業収入　　　　　　　　　　　　　　
　　131,696,000 　　131,082,078 　　　　613,922　　補助活動収入
　　255,747,000 　　226,349,773 　　 29,397,227　　附属事業収入
　　 35,000,000 　　 81,064,366 △ 　　 46,064,366　　受託事業収入
　　 18,000,000 　　 20,000,000 △ 　　　2,000,000　　収益事業収入
　　 36,177,000 　　 32,649,812 　　　3,527,188雑収入　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 30,000 　　　　256,410 △ 　　　　226,410　　入試関係資料売却収入
　　　6,646,000 　　　6,900,488 △ 　　　　254,488　　教材売却収入
　　 29,501,000 　　 25,492,914 　　　4,008,086　　その他の雑収入
　　300,000,000 　　300,000,000借入金等収入　　　　　　　　　　　　
　　300,000,000 　　300,000,000　　短期借入金収入
　2,505,742,000 　2,539,752,739 △ 　　 34,010,739前受金収入　　　　　　　　　　　　　
　1,195,529,000 　1,193,303,250 　　　2,225,750　　授業料前受金収入
　　293,868,000 　　321,804,500 △ 　　 27,936,500　　入学金前受金収入
　　447,561,000 　　406,863,940 　　 40,697,060　　実験実習前受金収入
　　562,052,000 　　565,228,400 △ 　　　3,176,400　　施設維持費前受金収入
　　　2,904,000 　　　5,876,000 △ 　　　2,972,000　　学生研修費前受金収入

　　 39,200,000 △ 　　 39,200,000　　寮費前受金収入
　　　3,828,000 　　　4,389,000 △ 　　　　561,000　　家庭料理技能検定前受金収入

　　　2,949,544 △ 　　　2,949,544　　その他の前受金収入
　　　　138,105 △ 　　　　138,105　　附属事業前受収入

　　 70,000,000 　　 59,052,978 　　 10,947,022その他の収入　　　　　　　　　　　　
　　 23,000,000 　　 30,372,794 △ 　　　7,372,794　　前期末未収入金収入

　　　1,462,000 △ 　　　1,462,000　　長期預かり金収入
　　 14,898,900 　　 16,553,800 △ 　　　1,654,900　　貸付金回収収入
　　 32,101,100 　　 32,101,100　　預り金受入収入

　　　　791,860 △ 　　　　791,860　　仮払金回収収入
　　　2,751,445 △ 　　　2,751,445　　仮受金受入収入
　　　4,421,079 △ 　　　4,421,079　　事業部受入収入
　　　2,700,000 △ 　　　2,700,000　　保証金回収収入

 資  金  収  支  計  算  書



（単位　円）

収　入　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

△ 　2,531,442,970 △ 　2,560,278,417 　　 28,835,447資金収入調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　 24,087,000 △ 　　 38,692,807 　　 14,605,807　　期末未収入金　　　　　　　　　　　　
△ 　2,507,355,970 △ 　2,521,585,610 　　 14,229,640　　前期末前受金　　　　　　　　　　　　
　7,511,465,802 　7,511,465,802前年度繰越支払資金　　　　　　　　　

収 入 の 部 合 計  16,114,195,832  15,404,789,881 　　709,405,951



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　3,197,242,000 　3,191,556,638 　　　5,685,362人件費支出　　　　　　　　　　　　　
　1,354,741,000 　1,308,027,558 　　 46,713,442　　教員人件費支出　　　　　　　　　　　
　1,583,712,000 　1,538,788,812 　　 44,923,188　　職員人件費支出
　　 25,504,000 　　 27,714,951 △ 　　　2,210,951　　役員報酬支出
　　233,285,000 　　317,025,317 △ 　　 83,740,317　　退職金支出
　1,165,109,000 　1,161,774,904 　　　3,334,096教育研究経費支出
　　289,129,000 　　300,296,710 △ 　　 11,167,710　　消耗品費支出
　　142,073,000 　　154,256,462 △ 　　 12,183,462　　光熱水費支出
　　 38,729,000 　　 32,004,528 　　　6,724,472　　旅費交通費支出
　　 12,577,000 　　 24,602,600 △ 　　 12,025,600　　奨学費支出
　　 10,341,000 　　 11,075,289 △ 　　　　734,289　　福利費支出
　　 27,305,000 　　 21,185,419 　　　6,119,581　　通信運搬費支出
　　 41,081,000 　　 27,193,108 　　 13,887,892　　印刷製本費支出
　　 37,931,000 　　 50,178,743 △ 　　 12,247,743　　修繕費支出

　　　1,459,308 △ 　　　1,459,308　　取壊費支出
　　230,620,000 　　209,974,051 　　 20,645,949　　管理費支出
　　 36,029,000 　　 50,632,341 △ 　　 14,603,341　　賃借料支出
　　　9,749,000 　　　7,905,170 　　　1,843,830　　諸会費支出
　　　6,075,000 　　　4,480,030 　　　1,594,970　　会合費支出
　　 10,677,000 　　　8,493,675 　　　2,183,325　　渉外費支出
　　221,741,000 　　215,716,096 　　　6,024,904　　諸報酬・手数料支出
　　 37,810,000 　　 25,081,302 　　 12,728,698　　補助費支出
　　 13,242,000 　　 17,240,072 △ 　　　3,998,072　　雑支出
　　770,149,000 　　712,569,935 　　 57,579,065管理経費支出　　　　　　　　　　　　
　　 44,766,000 　　 45,409,659 △ 　　　　643,659　　消耗品費支出
　　 11,010,000 　　 11,565,530 △ 　　　　555,530　　光熱水費支出
　　 10,388,000 　　　9,153,479 　　　1,234,521　　旅費交通費支出
　　　5,224,000 　　　5,035,562 　　　　188,438　　福利費支出
　　 31,149,000 　　 30,703,042 　　　　445,958　　通信運搬費支出
　　 48,455,000 　　 32,162,211 　　 16,292,789　　印刷製本費支出
　　　8,853,000 　　　7,490,540 　　　1,362,460　　修繕費支出

　　　3,064,259 △ 　　　3,064,259　　取壊費支出
　　 23,086,000 　　 23,380,332 △ 　　　　294,332　　管理費支出
　　 14,491,000 　　 18,994,626 △ 　　　4,503,626　　賃借料支出
　　 40,036,000 　　 39,400,613 　　　　635,387　　公租公課支出
　　157,423,000 　　151,504,350 　　　5,918,650　　広告宣伝費支出
　　　2,560,000 　　　1,485,070 　　　1,074,930　　諸会費支出
　　　4,967,000 　　　2,515,908 　　　2,451,092　　会合費支出
　　 17,198,000 　　 12,176,269 　　　5,021,731　　渉外費支出
　　119,154,000 　　 86,468,659 　　 32,685,341　　諸報酬・手数料支出
　　　1,517,000 　　　3,576,397 △ 　　　2,059,397　　雑支出
　　　　570,000 　　　　200,720 　　　　369,280　　香川綾記念費支出

　　　　904,000 △ 　　　　904,000　　私立大学等経常費補助金返還金支出
　　 90,375,000 　　 83,025,013 　　　7,349,987　　補助活動支出
　　138,927,000 　　144,353,696 △ 　　　5,426,696　　附属事業支出
　　 15,519,000 　　 14,239,846 　　　1,279,154借入金等利息支出　　　　　　　　　　
　　 15,519,000 　　 14,239,846 　　　1,279,154　　借入金等利息支出
　　399,860,000 　　399,860,000借入金等返済支出　　　　　　　　　　
　　399,860,000 　　399,860,000　　短期借入金返済支出
　　297,034,000 　　283,691,965 　　 13,342,035施設関係支出　　　　　　　　　　　　
　　 91,790,000 　　128,874,253 △ 　　 37,084,253　　土地支出
　　203,892,000 　　153,602,712 　　 50,289,288　　建物支出
　　　1,352,000 　　　1,215,000 　　　　137,000　　構築物支出
　　519,842,000 　　486,750,982 　　 33,091,018設備関係支出　　　　　　　　　　　　
　　399,521,000 　　366,212,006 　　 33,308,994　　教育研究用機器備品支出　　　　　　　
　　 35,492,000 　　 37,072,468 △ 　　　1,580,468　　その他の機器備品支出　　　　　　　　
　　 25,839,000 　　 24,476,908 　　　1,362,092　　図書支出　　　　　　　　　　　　　　
　　 58,990,000 　　 58,989,600 　　　　　　400　　ソフトウェア仮勘定支出
　2,700,000,000 　1,839,641,200 　　860,358,800資産運用支出　　　　　　　　　　　　
　2,600,000,000 　1,839,641,200 　　760,358,800　　有価証券購入支出



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　　100,000,000 　　100,000,000　　退職給与引当資産への繰入支出
　　182,099,000 　　110,811,125 　　 71,287,875その他の支出　　　　　　　　　　　　
　　　2,500,000 　　　7,785,500 △ 　　　5,285,500　　貸付金支払支出
　　 59,392,000 　　 54,010,264 　　　5,381,736　　前期末未払金支払支出

　　　　200,000 △ 　　　　200,000　　長期預り金支出
　　120,207,000 　　 24,941,164 　　 95,265,836　　預り金支払支出

　　 23,829,539 △ 　　 23,829,539　　前払金支払支出
　　　　 44,658 △ 　　　　 44,658　　貯蔵品支払支出

　　 50,000,000 　　 50,000,000［予備費］　　　　　　　　　　　　　
△ 　　393,873,000 △ 　　299,676,868 △ 　　 94,196,132資金支出調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　359,599,000 △ 　　271,839,081 △ 　　 87,759,919　　期末未払金　　　　　　　　　　　　　
△ 　　 34,274,000 △ 　　 27,837,787 △ 　　　6,436,213　　前期末前払金　　　　　　　　　　　　
　7,211,214,832 　7,503,570,154 △ 　　292,355,322次年度繰越支払資金　　　　　　　　　

支 出 の 部 合 計  16,114,195,832  15,404,789,881 　　709,405,951


