
平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

（単位　円）

消費収入の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異
　4,680,410,000 　4,819,690,395 △ 　　139,280,395学生生徒等納付金　　　　　　　　　　
　2,453,749,000 　2,530,887,655 △ 　　 77,138,655　　授業料
　　301,798,000 　　323,420,000 △ 　　 21,622,000　　入学金
　　793,628,000 　　808,175,290 △ 　　 14,547,290　　実験実習料
　1,125,210,000 　1,151,263,450 △ 　　 26,053,450　　施設維持費
　　　6,025,000 　　　5,944,000 　　　　 81,000　　学生研修費
　　 73,467,000 　　 76,080,050 △ 　　　2,613,050手数料　　　　　　　　　　　　　　　
　　 57,559,000 　　 59,040,000 △ 　　　1,481,000　　入学検定料
　　　5,199,000 　　　5,968,300 △ 　　　　769,300　　試験料
　　　5,018,000 　　　5,294,400 △ 　　　　276,400　　証明手数料
　　　　525,000 　　　1,225,000 △ 　　　　700,000　　学位論文審査手数料
　　　4,819,000 　　　4,326,150 　　　　492,850　　大学入試センター試験実施手数料
　　　　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 　　 38,757,952 △ 　　　　717,952寄付金　　　　　　　　　　　　　　　
　　 35,000,000 　　 38,220,152 △ 　　　3,220,152　　特別寄付金
　　　3,040,000 　　　　 95,000 　　　2,945,000　　一般寄付金

　　　　442,800 △ 　　　　442,800　　現物寄付金
　　271,000,000 　　278,048,984 △ 　　　7,048,984補助金
　　268,999,000 　　276,671,000 △ 　　　7,672,000　　国庫補助金
　　　2,001,000 　　　1,377,984 　　　　623,016　　地方公共団体補助
　　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
　　 17,172,000 　　 24,349,184 △ 　　　7,177,184　　施設設備利用料
　　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

帰属収入合計 　5,758,431,000 　6,080,839,579 △ 　　322,408,579

△ 　　343,010,000 △ 　　272,049,734 △ 　　 70,960,266基本金組入額合計　　　　　　　　　　
△ 　　343,010,000 △ 　　272,049,734 △ 　　 70,960,266　　基本金組入額　　　　　　　　　　　　

消費収入の部合計 　5,415,421,000 　5,808,789,845 △ 　　393,368,845

 消  費  収  支  計  算  書



（単位　円）

消費支出の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異

　3,152,804,000 　3,108,032,393 　　 44,771,607人件費　　　　　　　　　　　　　　　
　1,354,741,000 　1,308,027,558 　　 46,713,442　　教員人件費　　　　　　　　　　　　　
　1,583,712,000 　1,538,788,812 　　 44,923,188　　職員人件費　　　　　　　　　　　　　
　　 25,504,000 　　 27,714,951 △ 　　　2,210,951　　役員報酬　　　　　　　　　　　　　　
　　 45,021,000 　　 50,735,801 △ 　　　5,714,801　　退職金
　　143,826,000 　　182,765,271 △ 　　 38,939,271　　退職給与引当金繰入額
　1,662,522,000 　1,622,497,298 　　 40,024,702教育研究経費　　　　　　　　　　　　
　　289,129,000 　　299,864,822 △ 　　 10,735,822　　消耗品費
　　142,073,000 　　154,256,462 △ 　　 12,183,462　　光熱水費
　　 38,729,000 　　 32,004,528 　　　6,724,472　　旅費交通費
　　 12,577,000 　　 24,602,600 △ 　　 12,025,600　　奨学費
　　497,413,000 　　457,573,943 　　 39,839,057　　減価償却費
　　 10,341,000 　　 11,075,289 △ 　　　　734,289　　福利費
　　 27,305,000 　　 21,517,275 　　　5,787,725　　通信運搬費
　　 41,081,000 　　 30,388,886 　　 10,692,114　　印刷製本費
　　 37,931,000 　　 50,178,743 △ 　　 12,247,743　　修繕費

　　　1,459,308 △ 　　　1,459,308　　取壊費
　　230,620,000 　　209,974,051 　　 20,645,949　　管理費
　　 36,029,000 　　 50,632,341 △ 　　 14,603,341　　賃借料
　　　9,749,000 　　　7,905,170 　　　1,843,830　　諸会費
　　　6,075,000 　　　4,480,030 　　　1,594,970　　会合費
　　 10,677,000 　　　8,493,675 　　　2,183,325　　渉外費
　　221,741,000 　　215,716,096 　　　6,024,904　　諸報酬・手数料
　　 37,810,000 　　 25,081,302 　　 12,728,698　　補助費
　　 13,242,000 　　 17,292,777 △ 　　　4,050,777　　雑支出
　　846,293,000 　　793,582,130 　　 52,710,870管理経費
　　 44,766,000 　　 45,393,339 △ 　　　　627,339　　消耗品費
　　 11,010,000 　　 11,565,530 △ 　　　　555,530　　光熱水費
　　 10,388,000 　　　9,153,479 　　　1,234,521　　旅費交通費
　　 76,144,000 　　 79,113,812 △ 　　　2,969,812　　減価償却費
　　　5,224,000 　　　5,035,562 　　　　188,438　　福利費
　　 31,149,000 　　 31,127,245 　　　　 21,755　　通信運搬費
　　 48,455,000 　　 32,060,346 　　 16,394,654　　印刷製本費
　　　8,853,000 　　　7,490,540 　　　1,362,460　　修繕費

　　　3,064,259 △ 　　　3,064,259　　取壊費
　　 23,086,000 　　 23,380,332 △ 　　　　294,332　　管理費
　　 14,491,000 　　 18,994,626 △ 　　　4,503,626　　賃借料
　　 40,036,000 　　 39,412,259 　　　　623,741　　公租公課
　　157,423,000 　　151,497,570 　　　5,925,430　　広告宣伝費
　　　2,560,000 　　　1,485,070 　　　1,074,930　　諸会費
　　　4,967,000 　　　2,515,908 　　　2,451,092　　会合費
　　 17,198,000 　　 12,043,117 　　　5,154,883　　渉外費
　　119,154,000 　　 86,201,159 　　 32,952,841　　諸報酬・手数料
　　　1,517,000 　　　3,842,230 △ 　　　2,325,230　　雑支出
　　　　570,000 　　　　200,720 　　　　369,280　　香川綾記念支出

　　　　904,000 △ 　　　　904,000　　私立大学等経常費補助金返還金
　　 90,375,000 　　 83,025,013 　　　7,349,987　　補助活動支出
　　138,927,000 　　146,076,014 △ 　　　7,149,014　　附属事業支出
　　 15,519,000 　　 14,239,846 　　　1,279,154借入金等利息　　　　　　　　　　　　
　　 15,519,000 　　 14,239,846 　　　1,279,154　　借入金利息　　　　　　　　　　　　　
　　 30,000,000 　　 23,488,977 　　　6,511,023資産処分差額　　　　　　　　　　　　
　　 30,000,000 　　 23,488,977 　　　6,511,023　　固定資産除却差額
　　　3,000,000 　　　2,508,500 　　　　491,500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 　5,760,138,000 　5,564,349,144 　　195,788,856

当年度消費支出超過額 　　344,717,000

当年度消費収入超過額 　　244,440,701



前年度繰越消費収入超過額 　　 59,391,992 　　 59,391,992

翌年度繰越消費支出超過額 　　285,325,008

翌年度繰越消費収入超過額 　　303,832,693


