
平成23年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで

（単位　円）

消費収入の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異
　4,615,653,000 　4,650,159,485 △ 　　 34,506,485学生生徒等納付金　　　　　　　　　　
　2,474,203,000 　2,457,162,915 　　 17,040,085　　授業料
　　260,852,000 　　297,137,000 △ 　　 36,285,000　　入学金
　　766,471,000 　　774,985,250 △ 　　　8,514,250　　実験実習料
　1,109,367,000 　1,116,078,320 △ 　　　6,711,320　　施設維持費
　　　4,760,000 　　　4,796,000 △ 　　　　 36,000　　学生研修費
　　 68,404,000 　　 84,063,810 △ 　　 15,659,810手数料　　　　　　　　　　　　　　　
　　 52,985,000 　　 67,145,000 △ 　　 14,160,000　　入学検定料
　　　4,549,000 　　　5,717,100 △ 　　　1,168,100　　試験料
　　　4,910,000 　　　5,119,300 △ 　　　　209,300　　証明手数料
　　　　700,000 　　　1,050,000 △ 　　　　350,000　　学位論文審査手数料
　　　4,715,000 　　　4,566,410 　　　　148,590　　大学入試センター試験実施手数料
　　　　545,000 　　　　466,000 　　　　 79,000　　生涯学習講師手数料
　　 42,580,000 　　 41,489,459 　　　1,090,541寄付金　　　　　　　　　　　　　　　
　　 42,500,000 　　 41,157,409 　　　1,342,591　　特別寄付金
　　　　 80,000 　　　　100,000 △ 　　　　 20,000　　一般寄付金

　　　　232,050 △ 　　　　232,050　　現物寄付金
　　376,721,000 　　350,174,654 　　 26,546,346補助金
　　376,447,000 　　349,053,000 　　 27,394,000　　国庫補助金
　　　　274,000 　　　1,121,654 △ 　　　　847,654　　地方公共団体補助
　　153,730,000 　　175,486,948 △ 　　 21,756,948資産運用収入　　　　　　　　　　　　
　　　7,560,000 　　　4,481,780 　　　3,078,220　　奨学基金運用収入
　　　2,900,000 　　　3,095,534 △ 　　　　195,534　　研究奨励基金運用収入
　　130,000,000 　　154,011,576 △ 　　 24,011,576　　受取利息・配当金
　　 13,270,000 　　 13,898,058 △ 　　　　628,058　　施設設備利用料
　　458,074,000 　　473,267,725 △ 　　 15,193,725事業収入　　　　　　　　　　　　　　
　　141,145,000 　　152,119,683 △ 　　 10,974,683　　補助活動収入
　　259,929,000 　　259,900,562 　　　　 28,438　　附属事業収入
　　 40,000,000 　　 50,247,480 △ 　　 10,247,480　　受託事業収入
　　 17,000,000 　　 11,000,000 　　　6,000,000　　収益事業収入
　　 18,852,000 　　 62,559,228 △ 　　 43,707,228雑収入　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 30,000 　　　　166,320 △ 　　　　136,320　　入試関係資料売却収入
　　　5,359,000 　　　6,719,460 △ 　　　1,360,460　　教材売却収入
　　 13,463,000 　　 55,673,448 △ 　　 42,210,448　　その他の雑収入

帰属収入合計 　5,734,014,000 　5,837,201,309 △ 　　103,187,309

△ 　　194,189,000 △ 　　284,810,551 　　 90,621,551基本金組入額合計　　　　　　　　　　
△ 　　194,189,000 △ 　　284,810,551 　　 90,621,551　　基本金組入額　　　　　　　　　　　　

消費収入の部合計 　5,539,825,000 　5,552,390,758 △ 　　 12,565,758

消  費  収  支  計  算  書



（単位　円）

消費支出の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異

　3,161,602,000 　3,196,674,789 △ 　　 35,072,789人件費　　　　　　　　　　　　　　　
　1,381,315,000 　1,370,980,963 　　 10,334,037　　教員人件費　　　　　　　　　　　　　
　1,464,513,000 　1,504,594,771 △ 　　 40,081,771　　職員人件費　　　　　　　　　　　　　
　　 55,549,000 　　 46,749,675 　　　8,799,325　　役員報酬　　　　　　　　　　　　　　
　　　4,257,000 　　 10,677,637 △ 　　　6,420,637　　退職金
　　255,968,000 　　263,671,743 △ 　　　7,703,743　　退職給与引当金繰入額
　1,640,688,000 　1,572,247,979 　　 68,440,021教育研究経費　　　　　　　　　　　　
　　288,048,000 　　254,104,951 　　 33,943,049　　消耗品費
　　124,035,000 　　119,497,847 　　　4,537,153　　光熱水費
　　 42,581,000 　　 30,688,768 　　 11,892,232　　旅費交通費
　　 24,383,000 　　 34,089,250 △ 　　　9,706,250　　奨学費
　　487,528,000 　　486,727,178 　　　　800,822　　減価償却費
　　　9,696,000 　　 10,982,745 △ 　　　1,286,745　　福利費
　　 26,544,000 　　 21,125,170 　　　5,418,830　　通信運搬費
　　 42,692,000 　　 39,497,402 　　　3,194,598　　印刷製本費
　　 29,570,000 　　 38,013,744 △ 　　　8,443,744　　修繕費

　　　2,709,879 △ 　　　2,709,879　　取壊費
　　 12,729,000 　　 11,284,665 　　　1,444,335　　震災関連費
　　212,312,000 　　211,226,667 　　　1,085,333　　管理費
　　 56,362,000 　　 55,157,929 　　　1,204,071　　賃借料
　　　9,161,000 　　　8,265,827 　　　　895,173　　諸会費
　　　6,198,000 　　　4,416,160 　　　1,781,840　　会合費
　　 10,375,000 　　　7,607,157 　　　2,767,843　　渉外費
　　215,462,000 　　206,887,622 　　　8,574,378　　諸報酬・手数料
　　 31,674,000 　　 20,777,733 　　 10,896,267　　補助費
　　 11,338,000 　　　9,187,285 　　　2,150,715　　雑支出
　　827,131,000 　　780,047,922 　　 47,083,078管理経費
　　 42,748,000 　　 34,883,321 　　　7,864,679　　消耗品費
　　　8,128,000 　　　6,842,817 　　　1,285,183　　光熱水費
　　 10,300,000 　　　7,428,903 　　　2,871,097　　旅費交通費
　　 90,132,000 　　 77,416,486 　　 12,715,514　　減価償却費
　　　4,872,000 　　　3,706,796 　　　1,165,204　　福利費
　　 39,254,000 　　 27,363,303 　　 11,890,697　　通信運搬費
　　 44,048,000 　　 39,965,127 　　　4,082,873　　印刷製本費
　　 18,483,000 　　 10,291,470 　　　8,191,530　　修繕費

　　　　144,290 △ 　　　　144,290　　取壊費
　　 22,280,000 　　 18,026,285 　　　4,253,715　　管理費

　　　1,227,084 △ 　　　1,227,084　　震災関連費
　　 20,033,000 　　 15,698,542 　　　4,334,458　　賃借料
　　 23,672,000 　　 28,983,693 △ 　　　5,311,693　　公租公課
　　143,255,000 　　149,062,914 △ 　　　5,807,914　　広告宣伝費
　　　3,395,000 　　　1,596,291 　　　1,798,709　　諸会費
　　　7,098,000 　　　2,383,657 　　　4,714,343　　会合費
　　 16,157,000 　　 12,821,625 　　　3,335,375　　渉外費
　　 96,111,000 　　 76,737,431 　　 19,373,569　　諸報酬・手数料
　　　1,099,000 　　　1,864,557 △ 　　　　765,557　　雑支出
　　　　516,000 　　　　183,799 　　　　332,201　　香川綾記念支出
　　　8,000,000 　　　　251,213 　　　7,748,787　　８０周年記念支出
　　 79,744,000 　　105,993,980 △ 　　 26,249,980　　補助活動支出
　　147,806,000 　　157,174,338 △ 　　　9,368,338　　附属事業支出
　　 19,909,000 　　 17,881,656 　　　2,027,344借入金等利息　　　　　　　　　　　　
　　 19,909,000 　　 17,881,656 　　　2,027,344　　借入金利息　　　　　　　　　　　　　
　　 30,000,000 　　 33,619,317 △ 　　　3,619,317資産処分差額　　　　　　　　　　　　
　　 30,000,000 　　 33,619,317 △ 　　　3,619,317　　固定資産除却差額
　　　　500,000 　　　　500,000徴収不能引当金繰入額　　　　　　　　



（単位　円）

消費支出の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異

　　 50,000,000 　　 50,000,000［予備費］　　　　　　　　　　　　　

消費支出の部合計 　5,729,830,000 　5,600,471,663 　　129,358,337

当年度消費支出超過額 　　190,005,000 　　 48,080,905

前年度繰越消費収入超過額 　　211,614,997 　　211,614,997

翌年度繰越消費収入超過額 　　 21,609,997 　　163,534,092


