
平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

（単位　円）

消費収入の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異
　4,659,497,000 　4,697,900,338 △ 　　 38,403,338学生生徒等納付金　　　　　　　　　　
　2,677,751,000 　2,678,200,648 △ 　　　　449,648　　授業料
　　276,592,000 　　309,847,500 △ 　　 33,255,500　　入学金
　　777,381,000 　　782,282,050 △ 　　　4,901,050　　実験実習料
　　919,041,000 　　925,498,140 △ 　　　6,457,140　　施設維持費
　　　8,732,000 　　　2,072,000 　　　6,660,000　　学生研修費
　　 74,869,000 　　 73,946,410 　　　　922,590手数料　　　　　　　　　　　　　　　
　　 58,770,000 　　 55,095,000 　　　3,675,000　　入学検定料
　　　5,376,000 　　　5,892,200 △ 　　　　516,200　　試験料
　　　5,572,000 　　　5,679,250 △ 　　　　107,250　　証明手数料
　　　　350,000 　　　2,100,000 △ 　　　1,750,000　　学位論文審査手数料
　　　4,521,000 　　　4,570,960 △ 　　　　 49,960　　大学入試センター試験実施手数料
　　　　280,000 　　　　609,000 △ 　　　　329,000　　生涯学習講師手数料
　　 23,500,000 　　 26,463,352 △ 　　　2,963,352寄付金　　　　　　　　　　　　　　　
　　 23,500,000 　　 25,558,052 △ 　　　2,058,052　　特別寄付金

　　　　 80,000 △ 　　　　 80,000　　一般寄付金
　　　　825,300 △ 　　　　825,300　　現物寄付金

　　382,751,000 　　413,050,112 △ 　　 30,299,112補助金
　　382,491,000 　　412,776,000 △ 　　 30,285,000　　国庫補助金
　　　　260,000 　　　　274,112 △ 　　　　 14,112　　地方公共団体補助
　　153,817,000 　　189,435,684 △ 　　 35,618,684資産運用収入　　　　　　　　　　　　
　　　6,989,000 　　　5,367,025 　　　1,621,975　　奨学基金運用収入
　　　5,208,000 　　　3,607,253 　　　1,600,747　　研究奨励基金運用収入
　　120,048,000 　　151,661,916 △ 　　 31,613,916　　受取利息・配当金
　　 21,572,000 　　 28,799,490 △ 　　　7,227,490　　施設設備利用料
　　437,768,000 　　439,844,798 △ 　　　2,076,798事業収入　　　　　　　　　　　　　　
　　140,995,000 　　140,436,582 　　　　558,418　　補助活動収入
　　231,773,000 　　249,572,122 △ 　　 17,799,122　　附属事業収入
　　 50,000,000 　　 34,836,094 　　 15,163,906　　受託事業収入
　　 15,000,000 　　 15,000,000　　収益事業収入
　　 16,904,000 　　 28,626,833 △ 　　 11,722,833雑収入　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 30,000 　　　　112,090 △ 　　　　 82,090　　入試関係資料売却収入
　　　5,351,000 　　　6,286,105 △ 　　　　935,105　　教材売却収入
　　 11,523,000 　　 22,228,638 △ 　　 10,705,638　　その他の雑収入

帰属収入合計 　5,749,106,000 　5,869,267,527 △ 　　120,161,527

△ 　　224,492,000 △ 　　399,464,699 　　174,972,699基本金組入額合計　　　　　　　　　　
△ 　　224,492,000 △ 　　399,464,699 　　174,972,699　　基本金組入額　　　　　　　　　　　　

消費収入の部合計 　5,524,614,000 　5,469,802,828 　　 54,811,172

消  費  収  支  計  算  書



（単位　円）

消費支出の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異

　3,166,328,000 　3,174,268,338 △ 　　　7,940,338人件費　　　　　　　　　　　　　　　
　1,381,315,000 　1,362,399,233 　　 18,915,767　　教員人件費　　　　　　　　　　　　　
　1,489,326,000 　1,500,677,814 △ 　　 11,351,814　　職員人件費　　　　　　　　　　　　　
　　 55,687,000 　　 49,645,858 　　　6,041,142　　役員報酬　　　　　　　　　　　　　　
　　 20,000,000 　　　9,001,502 　　 10,998,498　　退職金
　　220,000,000 　　252,543,931 △ 　　 32,543,931　　退職給与引当金繰入額
　1,640,273,000 　1,546,472,672 　　 93,800,328教育研究経費　　　　　　　　　　　　
　　287,877,000 　　263,958,134 　　 23,918,866　　消耗品費
　　125,400,000 　　132,218,893 △ 　　　6,818,893　　光熱水費
　　 39,565,000 　　 26,731,650 　　 12,833,350　　旅費交通費
　　 14,984,000 　　 11,712,900 　　　3,271,100　　奨学費
　　498,322,000 　　507,345,053 △ 　　　9,023,053　　減価償却費
　　 10,275,000 　　 11,056,407 △ 　　　　781,407　　福利費
　　 28,947,000 　　 20,152,276 　　　8,794,724　　通信運搬費
　　 44,096,000 　　 37,431,889 　　　6,664,111　　印刷製本費
　　 21,939,000 　　 38,249,630 △ 　　 16,310,630　　修繕費
　　　　285,000 　　　　397,852 △ 　　　　112,852　　取壊費
　　209,417,000 　　199,552,841 　　　9,864,159　　管理費
　　 63,498,000 　　 51,399,742 　　 12,098,258　　賃借料
　　　9,659,000 　　　9,261,570 　　　　397,430　　諸会費
　　　6,442,000 　　　2,500,692 　　　3,941,308　　会合費
　　 10,244,000 　　　7,130,293 　　　3,113,707　　渉外費
　　224,862,000 　　198,104,072 　　 26,757,928　　諸報酬・手数料
　　 33,124,000 　　 21,276,336 　　 11,847,664　　補助費
　　 11,337,000 　　　7,992,442 　　　3,344,558　　雑支出
　　807,220,000 　　796,728,625 　　 10,491,375管理経費
　　 36,458,000 　　 40,046,513 △ 　　　3,588,513　　消耗品費
　　　8,076,000 　　　8,664,410 △ 　　　　588,410　　光熱水費
　　 11,065,000 　　　7,742,232 　　　3,322,768　　旅費交通費
　　 85,814,000 　　 78,407,526 　　　7,406,474　　減価償却費
　　　5,074,000 　　　3,748,894 　　　1,325,106　　福利費
　　 29,023,000 　　 23,987,819 　　　5,035,181　　通信運搬費
　　 42,835,000 　　 37,805,997 　　　5,029,003　　印刷製本費
　　 12,694,000 　　 12,940,704 △ 　　　　246,704　　修繕費
　　　3,954,000 　　　1,498,609 　　　2,455,391　　取壊費
　　 23,438,000 　　 20,283,547 　　　3,154,453　　管理費
　　 21,108,000 　　 20,267,735 　　　　840,265　　賃借料
　　 24,795,000 　　 30,948,206 △ 　　　6,153,206　　公租公課
　　148,683,000 　　145,873,218 　　　2,809,782　　広告宣伝費
　　　3,614,000 　　　1,924,570 　　　1,689,430　　諸会費
　　　4,501,000 　　　2,409,450 　　　2,091,550　　会合費
　　 18,122,000 　　 11,880,152 　　　6,241,848　　渉外費
　　 88,203,000 　　 78,490,930 　　　9,712,070　　諸報酬・手数料
　　　1,098,000 　　　1,154,136 △ 　　　　 56,136　　雑支出
　　　　541,000 　　　　198,605 　　　　342,395　　香川綾記念支出

　　　7,291,000 △ 　　　7,291,000　　私立大学等経常費補助金返還金
　　101,584,000 　　 89,569,169 　　 12,014,831　　補助活動支出
　　136,540,000 　　171,595,203 △ 　　 35,055,203　　附属事業支出
　　 19,909,000 　　 19,620,834 　　　　288,166借入金等利息　　　　　　　　　　　　
　　 19,909,000 　　 19,620,834 　　　　288,166　　借入金利息　　　　　　　　　　　　　
　　 35,000,000 　　 45,399,532 △ 　　 10,399,532資産処分差額　　　　　　　　　　　　
　　 35,000,000 　　 45,399,532 △ 　　 10,399,532　　固定資産除却差額
　　　　500,000 　　　　500,000徴収不能引当金繰入額　　　　　　　　
　　 50,000,000 　　 50,000,000［予備費］　　　　　　　　　　　　　

消費支出の部合計 　5,719,230,000 　5,582,490,001 　　136,739,999

当年度消費支出超過額 　　194,616,000 　　112,687,173



前年度繰越消費収入超過額 　　324,302,170 　　324,302,170

翌年度繰越消費収入超過額 　　129,686,170 　　211,614,997


