
平成19年 4月 1日から
平成20年 3月31日まで

（単位　円）

収　入　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異
　4,742,876,000 　4,778,519,930 △ 　　 35,643,930学生生徒等納付金収入　　　　　　　　
　3,548,787,000 　3,553,383,870 △ 　　　4,596,870　　授業料収入
　　297,342,000 　　331,785,500 △ 　　 34,443,500　　入学金収入
　　773,608,000 　　775,168,390 △ 　　　1,560,390　　実験実習料収入
　　107,089,000 　　106,201,170 　　　　887,830　　施設維持費収入
　　 16,050,000 　　 11,981,000 　　　4,069,000　　学生研修費収入
　　 68,513,000 　　 76,193,680 △ 　　　7,680,680手数料収入　　　　　　　　　　　　　
　　 54,380,000 　　 62,765,000 △ 　　　8,385,000　　入学検定料収入
　　　5,767,000 　　　5,287,000 　　　　480,000　　試験料収入
　　　2,816,000 　　　2,253,200 　　　　562,800　　証明手数料収入
　　　　350,000 　　　　700,000 △ 　　　　350,000　　学位論文審査手数料収入
　　　4,540,000 　　　4,573,480 △ 　　　　 33,480　　大学入試センター試験実施手数料収入
　　　　660,000 　　　　615,000 　　　　 45,000　　生涯学習講師手数料
　　 47,790,000 　　 31,162,528 　　 16,627,472寄付金収入　　　　　　　　　　　　　
　　 47,730,000 　　 31,102,528 　　 16,627,472　　特別寄付金収入
　　　　 60,000 　　　　 60,000 　　　　　　　0　　一般寄付金収入
　　395,077,000 　　521,569,486 △ 　　126,492,486補助金収入　　　　　　　　　　　　　
　　394,812,000 　　430,226,900 △ 　　 35,414,900　　国庫補助金収入
　　　　265,000 　　 91,342,586 △ 　　 91,077,586　　地方公共団体補助金収入
　　268,058,000 　　282,965,733 △ 　　 14,907,733資産運用収入　　　　　　　　　　　　
　　 10,060,000 　　 11,307,044 △ 　　　1,247,044　　奨学基金運用収入
　　　2,600,000 　　　2,748,836 △ 　　　　148,836　　研究奨励基金運用収入
　　250,524,000 　　260,523,277 △ 　　　9,999,277　　受取利息・配当金収入
　　　4,874,000 　　　8,386,576 △ 　　　3,512,576　　施設設備利用料収入
　　　　　　　0 　　140,406,717 △ 　　140,406,717資産売却収入　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　0 　　140,406,717 △ 　　140,406,717　　外貨預金売却収入
　　450,529,000 　　463,282,114 △ 　　 12,753,114事業収入　　　　　　　　　　　　　　
　　131,700,000 　　135,895,380 △ 　　　4,195,380　　補助活動収入
　　236,855,000 　　219,001,472 　　 17,853,528　　附属事業収入
　　 55,000,000 　　 90,385,262 △ 　　 35,385,262　　受託事業収入
　　 26,974,000 　　 18,000,000 　　　8,974,000　　収益事業収入
　　 17,823,000 　　 18,416,148 △ 　　　　593,148雑収入　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　0 　　　　211,647 △ 　　　　211,647　　入試関係資料売却収入
　　　8,125,000 　　　5,859,150 　　　2,265,850　　教材売却収入
　　　9,698,000 　　 12,345,351 △ 　　　2,647,351　　その他の雑収入
　　600,000,000 　　540,000,000 　　 60,000,000借入金等収入　　　　　　　　　　　　
　　300,000,000 　　300,000,000 　　　　　　　0　　長期借入金収入
　　300,000,000 　　240,000,000 　　 60,000,000　　短期借入金収入
　2,514,452,000 　2,438,878,594 　　 75,573,406前受金収入　　　　　　　　　　　　　
　1,725,874,000 　1,496,261,910 　　229,612,090　　授業料前受金収入
　　301,286,000 　　309,240,200 △ 　　　7,954,200　　入学金前受金収入
　　389,467,000 　　373,190,270 　　 16,276,730　　実験実習前受金収入
　　 53,445,000 　　212,378,080 △ 　　158,933,080　　施設維持費前受金収入
　　　5,200,000 　　　4,460,000 　　　　740,000　　学生研修費前受金収入
　　 36,450,000 　　 40,130,000 △ 　　　3,680,000　　寮費前受金収入
　　　2,730,000 　　　1,617,000 　　　1,113,000　　家庭料理技能検定前受金収入
　　　　　　　0 　　　1,601,134 △ 　　　1,601,134　　その他の前受金収入
　　 19,048,000 　　116,650,313 △ 　　 97,602,313その他の収入　　　　　　　　　　　　
　　　1,436,000 　　 96,188,690 △ 　　 94,752,690　　前期末未収入金収入
　　　　　　　0 　　　1,123,000 △ 　　　1,123,000　　長期預かり金収入
　　 10,000,000 　　 10,526,300 △ 　　　　526,300　　貸付金回収収入
　　 10,000,000 　　 10,526,300 △ 　　　　526,300　　　　奨学金貸付金収入
　　　2,000,000 　　　2,371,478 △ 　　　　371,478　　預り金受入収入
　　　5,612,000 　　　　　　　0 　　　5,612,000　　仮受金受入収入
　　　　　　　0 　　　　 79,131 △ 　　　　 79,131　　貯蔵品受入収入
　　　　　　　0 　　　6,361,714 △ 　　　6,361,714　　事業部受入収入

△ 　2,542,381,000 △ 　2,547,769,072 　　　5,388,072資金収入調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　　2,321,000 △ 　　 49,642,823 　　 47,321,823　　期末未収入金　　　　　　　　　　　　

資  金  収  支  計  算  書



（単位　円）

収　入　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

△ 　2,540,060,000 △ 　2,498,126,249 △ 　　 41,933,751　　前期末前受金　　　　　　　　　　　　
　6,465,891,622 　6,465,891,622前年度繰越支払資金　　　　　　　　　

収 入 の 部 合 計  13,047,676,622  13,326,167,793 △ 　　278,491,171



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　3,097,978,000 　3,165,769,798 △ 　　 67,791,798人件費支出　　　　　　　　　　　　　
　1,425,466,000 　1,381,343,835 　　 44,122,165　　教員人件費支出　　　　　　　　　　　
　1,499,910,000 　1,513,194,944 △ 　　 13,284,944　　職員人件費支出
　　 48,008,000 　　 49,475,423 △ 　　　1,467,423　　役員報酬支出
　　124,594,000 　　221,755,596 △ 　　 97,161,596　　退職金支出
　1,293,382,000 　1,320,080,085 △ 　　 26,698,085教育研究経費支出
　　286,884,000 　　317,376,137 △ 　　 30,492,137　　消耗品費支出
　　143,697,000 　　128,265,388 　　 15,431,612　　光熱水費支出
　　 36,610,000 　　 37,216,090 △ 　　　　606,090　　旅費交通費支出
　　 10,992,000 　　 11,266,400 △ 　　　　274,400　　奨学費支出
　　　9,639,000 　　 12,592,353 △ 　　　2,953,353　　福利費支出
　　 31,712,000 　　 26,392,297 　　　5,319,703　　通信運搬費支出
　　 53,130,000 　　 38,291,220 　　 14,838,780　　印刷製本費支出
　　 25,631,000 　　 51,316,390 △ 　　 25,685,390　　修繕費支出
　　 20,915,000 　　 23,196,315 △ 　　　2,281,315　　取壊費支出
　　203,644,000 　　209,986,912 △ 　　　6,342,912　　管理費支出
　　179,276,000 　　184,361,161 △ 　　　5,085,161　　賃借料支出
　　 10,827,000 　　　9,910,012 　　　　916,988　　諸会費支出
　　 11,137,000 　　　8,581,944 　　　2,555,056　　会合費支出
　　 11,243,000 　　　9,471,104 　　　1,771,896　　渉外費支出
　　200,817,000 　　216,674,056 △ 　　 15,857,056　　諸報酬・手数料支出
　　 36,034,000 　　 25,415,107 　　 10,618,893　　補助費支出
　　 21,194,000 　　　9,767,199 　　 11,426,801　　雑支出
　　685,245,000 　　693,449,949 △ 　　　8,204,949管理経費支出　　　　　　　　　　　　
　　 26,501,000 　　 35,037,032 △ 　　　8,536,032　　消耗品費支出
　　　7,941,000 　　　8,893,292 △ 　　　　952,292　　光熱水費支出
　　 10,405,000 　　　9,362,768 　　　1,042,232　　旅費交通費支出
　　　4,545,000 　　　3,366,151 　　　1,178,849　　福利費支出
　　 23,301,000 　　 27,890,883 △ 　　　4,589,883　　通信運搬費支出
　　 49,660,000 　　 52,169,511 △ 　　　2,509,511　　印刷製本費支出
　　　5,865,000 　　　9,250,445 △ 　　　3,385,445　　修繕費支出
　　　7,436,000 　　　8,560,496 △ 　　　1,124,496　　取壊費支出
　　 14,034,000 　　 14,815,922 △ 　　　　781,922　　管理費支出
　　 39,640,000 　　 53,028,577 △ 　　 13,388,577　　賃借料支出
　　 37,959,000 　　 26,709,375 　　 11,249,625　　公租公課支出
　　129,806,000 　　140,412,740 △ 　　 10,606,740　　広告宣伝費支出
　　　3,059,000 　　　1,695,684 　　　1,363,316　　諸会費支出
　　　4,026,000 　　　1,618,730 　　　2,407,270　　会合費支出
　　 18,235,000 　　 10,688,679 　　　7,546,321　　渉外費支出
　　 55,695,000 　　 51,166,984 　　　4,528,016　　諸報酬・手数料支出
　　　4,649,000 　　　5,110,006 △ 　　　　461,006　　雑支出
　　　　300,000 　　　　299,020 　　　　　　980　　香川綾記念費支出
　　 82,984,000 　　 84,315,207 △ 　　　1,331,207　　補助活動支出
　　159,204,000 　　149,058,447 　　 10,145,553　　附属事業支出
　　 26,214,000 　　 24,440,997 　　　1,773,003借入金等利息支出　　　　　　　　　　
　　 26,214,000 　　 24,440,997 　　　1,773,003　　借入金等利息支出
　　415,000,000 　　355,000,000 　　 60,000,000借入金等返済支出　　　　　　　　　　
　　415,000,000 　　355,000,000 　　 60,000,000　　短期借入金返済支出
　　819,339,000 　　784,115,128 　　 35,223,872施設関係支出　　　　　　　　　　　　
　　317,050,000 　　284,097,114 　　 32,952,886　　土地支出
　　439,432,000 　　440,254,911 △ 　　　　822,911　　建物支出
　　 62,857,000 　　 59,763,103 　　　3,093,897　　構築物支出
　　129,316,000 　　115,471,195 　　 13,844,805設備関係支出　　　　　　　　　　　　
　　 82,149,000 　　 71,562,940 　　 10,586,060　　教育研究用機器備品支出　　　　　　　
　　　4,394,000 　　　2,594,340 　　　1,799,660　　その他の機器備品支出　　　　　　　　
　　 42,773,000 　　 41,313,915 　　　1,459,085　　図書支出　　　　　　　　　　　　　　
　　347,838,000 　　168,292,691 　　179,545,309資産運用支出　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　0 　　 68,292,691 △ 　　 68,292,691　　有価証券購入支出
　　247,838,000 　　　　　　　0 　　247,838,000　　退職給与引当資産への繰入支出
　　100,000,000 　　100,000,000 　　　　　　　0　　建設引当資金への繰入支出



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　　 84,750,000 　　112,875,291 △ 　　 28,125,291その他の支出　　　　　　　　　　　　
　　 25,000,000 　　 13,067,900 　　 11,932,100　　貸付金支払支出
　　 25,000,000 　　 13,067,900 　　 11,932,100　　　　奨学金貸付金支出
　　 26,516,000 　　 61,790,107 △ 　　 35,274,107　　前期末未払金支払支出
　　 29,234,000 　　 32,917,437 △ 　　　3,683,437　　前払金支払支出
　　　4,000,000 　　　　177,942 　　　3,822,058　　仮払金支払支出
　　　　　　　0 　　　4,901,905 △ 　　　4,901,905　　仮受金支出
　　　　　　　0 　　　　 20,000 △ 　　　　 20,000　　保証金支払支出
　　 50,000,000( )

　　　　　　　0 　　　　　　　0

［予備費］　　　　　　　　　　　　　 　　 50,000,000( )

　　　　　　　0 　　　　　　　0

［予備費］　　　　　　　　　　　　　

△ 　　 39,799,000 △ 　　 69,679,319 　　 29,880,319資金支出調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　 15,626,000 △ 　　 30,726,625 　　 15,100,625　　期末未払金　　　　　　　　　　　　　
△ 　　 24,173,000 △ 　　 38,952,694 　　 14,779,694　　前期末前払金　　　　　　　　　　　　
　6,188,413,622 　6,656,351,978 △ 　　467,938,356次年度繰越支払資金　　　　　　　　　

支 出 の 部 合 計  13,047,676,622  13,326,167,793 △ 　　278,491,171

注記 予備費の使用額は次のとおりである。 　　 50,000,000円

退職金 　　 50,000,000円


