
平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

（単位　円）

消費収入の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異
　4,694,199,000 　4,723,625,195 △ 　　 29,426,195学生生徒等納付金　　　　　　　　　　
　2,500,313,000 　2,477,795,965 　　 22,517,035　　授業料
　　295,187,000 　　325,572,500 △ 　　 30,385,500　　入学金
　　773,181,000 　　789,262,700 △ 　　 16,081,700　　実験実習料
　1,120,452,000 　1,125,634,030 △ 　　　5,182,030　　施設維持費
　　　5,066,000 　　　5,360,000 △ 　　　　294,000　　学生研修費
　　 68,404,000 　　 90,792,080 △ 　　 22,388,080手数料　　　　　　　　　　　　　　　
　　 53,660,000 　　 72,815,000 △ 　　 19,155,000　　入学検定料
　　　4,254,000 　　　5,687,100 △ 　　　1,433,100　　試験料
　　　4,695,000 　　　5,854,800 △ 　　　1,159,800　　証明手数料
　　　　700,000 　　　　875,000 △ 　　　　175,000　　学位論文審査手数料
　　　4,715,000 　　　4,820,180 △ 　　　　105,180　　大学入試センター試験実施手数料
　　　　380,000 　　　　520,000 △ 　　　　140,000　　生涯学習講師手数料

　　　　220,000 △ 　　　　220,000　　料理教室認定手数料
　　 75,100,000 　　 51,049,263 　　 24,050,737寄付金　　　　　　　　　　　　　　　
　　 75,000,000 　　 50,676,263 　　 24,323,737　　特別寄付金
　　　　100,000 　　　　 50,000 　　　　 50,000　　一般寄付金

　　　　323,000 △ 　　　　323,000　　現物寄付金
　　320,000,000 　　310,566,229 　　　9,433,771補助金
　　319,739,000 　　309,209,000 　　 10,530,000　　国庫補助金
　　　　261,000 　　　1,357,229 △ 　　　1,096,229　　地方公共団体補助
　　142,594,000 　　192,773,843 △ 　　 50,179,843資産運用収入　　　　　　　　　　　　
　　　7,140,000 　　　8,233,208 △ 　　　1,093,208　　奨学基金運用収入
　　　2,170,000 　　　2,941,822 △ 　　　　771,822　　研究奨励基金運用収入
　　120,014,000 　　163,738,842 △ 　　 43,724,842　　受取利息・配当金
　　 13,270,000 　　 17,859,971 △ 　　　4,589,971　　施設設備利用料
　　435,215,000 　　450,454,442 △ 　　 15,239,442事業収入　　　　　　　　　　　　　　
　　144,425,000 　　145,648,022 △ 　　　1,223,022　　補助活動収入
　　241,790,000 　　238,646,663 　　　3,143,337　　附属事業収入
　　 35,000,000 　　 45,159,757 △ 　　 10,159,757　　受託事業収入
　　 14,000,000 　　 21,000,000 △ 　　　7,000,000　　収益事業収入
　　 20,944,000 　　 37,808,515 △ 　　 16,864,515雑収入　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 30,000 　　　　257,796 △ 　　　　227,796　　入試関係資料売却収入
　　　6,055,000 　　　7,151,648 △ 　　　1,096,648　　教材売却収入
　　 14,859,000 　　 30,399,071 △ 　　 15,540,071　　その他の雑収入

帰属収入合計 　5,756,456,000 　5,857,069,567 △ 　　100,613,567

△ 　　226,502,000 △ 　　276,990,123 　　 50,488,123基本金組入額合計　　　　　　　　　　
△ 　　226,502,000 △ 　　276,990,123 　　 50,488,123　　基本金組入額　　　　　　　　　　　　

消費収入の部合計 　5,529,954,000 　5,580,079,444 △ 　　 50,125,444

消  費  収  支  計  算  書



（単位　円）

消費支出の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異
　3,106,500,000 　3,142,513,207 △ 　　 36,013,207人件費　　　　　　　　　　　　　　　
　1,376,727,000 　1,360,203,421 　　 16,523,579　　教員人件費　　　　　　　　　　　　　
　1,529,167,000 　1,543,473,318 △ 　　 14,306,318　　職員人件費　　　　　　　　　　　　　
　　 47,886,000 　　 40,694,702 　　　7,191,298　　役員報酬　　　　　　　　　　　　　　

　　 37,208,660 △ 　　 37,208,660　　退職金
　　152,720,000 　　160,933,106 △ 　　　8,213,106　　退職給与引当金繰入額
　1,657,315,000 　1,572,806,524 　　 84,508,476教育研究経費　　　　　　　　　　　　
　　286,867,000 　　269,553,033 　　 17,313,967　　消耗品費
　　131,462,000 　　136,647,967 △ 　　　5,185,967　　光熱水費
　　 38,308,000 　　 32,618,616 　　　5,689,384　　旅費交通費
　　 29,988,000 　　 24,972,700 　　　5,015,300　　奨学費
　　483,562,000 　　479,877,853 　　　3,684,147　　減価償却費
　　　9,731,000 　　 10,971,450 △ 　　　1,240,450　　福利費
　　 25,772,000 　　 21,438,113 　　　4,333,887　　通信運搬費
　　 43,802,000 　　 38,402,457 　　　5,399,543　　印刷製本費
　　 48,349,000 　　 43,754,184 　　　4,594,816　　修繕費

　　　8,262,384 △ 　　　8,262,384　　取壊費
　　221,322,000 　　206,509,804 　　 14,812,196　　管理費
　　 51,222,000 　　 51,868,158 △ 　　　　646,158　　賃借料
　　　9,925,000 　　　8,756,040 　　　1,168,960　　諸会費
　　　6,090,000 　　　3,851,274 　　　2,238,726　　会合費
　　 10,260,000 　　　7,705,467 　　　2,554,533　　渉外費
　　216,346,000 　　192,418,902 　　 23,927,098　　諸報酬・手数料
　　 32,645,000 　　 24,274,389 　　　8,370,611　　補助費
　　 11,664,000 　　 10,923,733 　　　　740,267　　雑支出
　　852,347,000 　　771,621,303 　　 80,725,697管理経費
　　 47,574,000 　　 47,719,289 △ 　　　　145,289　　消耗品費
　　　8,072,000 　　　7,658,575 　　　　413,425　　光熱水費
　　 12,616,000 　　　7,285,501 　　　5,330,499　　旅費交通費
　　 81,342,000 　　 77,988,806 　　　3,353,194　　減価償却費
　　　5,100,000 　　　4,108,682 　　　　991,318　　福利費
　　 33,821,000 　　 28,526,797 　　　5,294,203　　通信運搬費
　　 48,747,000 　　 39,653,035 　　　9,093,965　　印刷製本費
　　 27,525,000 　　　8,960,419 　　 18,564,581　　修繕費

　　　　589,683 △ 　　　　589,683　　取壊費
　　 25,409,000 　　 18,477,647 　　　6,931,353　　管理費
　　 17,258,000 　　 10,694,874 　　　6,563,126　　賃借料
　　 19,686,000 　　 30,821,204 △ 　　 11,135,204　　公租公課
　　151,284,000 　　148,198,136 　　　3,085,864　　広告宣伝費
　　　3,488,000 　　　1,785,263 　　　1,702,737　　諸会費
　　　6,148,000 　　　3,410,911 　　　2,737,089　　会合費
　　 18,653,000 　　 13,330,288 　　　5,322,712　　渉外費
　　104,410,000 　　 78,219,013 　　 26,190,987　　諸報酬・手数料
　　　1,218,000 　　　1,376,484 △ 　　　　158,484　　雑支出
　　　　569,000 　　　　192,881 　　　　376,119　　香川綾記念支出
　　 13,500,000 　　　7,977,810 　　　5,522,190　　８０周年記念支出

　　　　135,000 △ 　　　　135,000　　私立大学等経常費補助金返還金
　　 82,060,000 　　 91,463,718 △ 　　　9,403,718　　補助活動支出
　　143,867,000 　　143,047,287 　　　　819,713　　附属事業支出
　　 16,502,000 　　 16,193,282 　　　　308,718借入金等利息　　　　　　　　　　　　
　　 16,502,000 　　 16,193,282 　　　　308,718　　借入金利息　　　　　　　　　　　　　
　　 30,000,000 　　 53,066,939 △ 　　 23,066,939資産処分差額　　　　　　　　　　　　
　　 30,000,000 　　 53,066,939 △ 　　 23,066,939　　固定資産除却差額
　　　3,000,000 　　　4,127,000 △ 　　　1,127,000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 　5,715,664,000 　5,560,328,255 　　155,335,745

当年度消費支出超過額 　　185,710,000

当年度消費収入超過額 　　 19,751,189



前年度繰越消費収入超過額 　　163,534,092 　　163,534,092

翌年度繰越消費支出超過額 　　 22,175,908

翌年度繰越消費収入超過額 　　183,285,281


