
平成21年 4月 1日から
平成22年 3月31日まで

（単位　円）

収　入　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異
　4,603,491,000 　4,613,048,590 △ 　　　9,557,590学生生徒等納付金収入　　　　　　　　
　2,848,682,000 　2,837,057,740 　　 11,624,260　　授業料収入
　　283,170,000 　　307,681,500 △ 　　 24,511,500　　入学金収入
　　763,090,000 　　755,941,890 　　　7,148,110　　実験実習料収入
　　704,857,000 　　708,483,460 △ 　　　3,626,460　　施設維持費収入
　　　3,692,000 　　　3,884,000 △ 　　　　192,000　　学生研修費収入
　　 71,122,000 　　 77,328,920 △ 　　　6,206,920手数料収入　　　　　　　　　　　　　
　　 57,946,000 　　 58,200,000 △ 　　　　254,000　　入学検定料収入
　　　5,386,000 　　　5,365,700 　　　　 20,300　　試験料収入
　　　2,383,000 　　　6,846,000 △ 　　　4,463,000　　証明手数料収入
　　　　175,000 　　　1,575,000 △ 　　　1,400,000　　学位論文審査手数料収入
　　　4,572,000 　　　4,700,220 △ 　　　　128,220　　大学入試センター試験実施手数料収入
　　　　660,000 　　　　642,000 　　　　 18,000　　生涯学習講師手数料
　　 21,660,000 　　131,674,801 △ 　　110,014,801寄付金収入　　　　　　　　　　　　　
　　 21,600,000 　　131,614,801 △ 　　110,014,801　　特別寄付金収入
　　　　 60,000 　　　　 60,000　　一般寄付金収入
　　409,322,000 　　418,255,033 △ 　　　8,933,033補助金収入　　　　　　　　　　　　　
　　409,059,000 　　417,995,500 △ 　　　8,936,500　　国庫補助金収入
　　　　263,000 　　　　259,533 　　　　　3,467　　地方公共団体補助金収入
　　130,561,000 　　193,379,892 △ 　　 62,818,892資産運用収入　　　　　　　　　　　　
　　　4,701,000 　　　1,174,219 　　　3,526,781　　奨学基金運用収入
　　　2,500,000 　　　4,734,976 △ 　　　2,234,976　　研究奨励基金運用収入
　　103,048,000 　　161,254,383 △ 　　 58,206,383　　受取利息・配当金収入
　　 20,312,000 　　 26,216,314 △ 　　　5,904,314　　施設設備利用料収入
　　443,284,000 　　445,636,693 △ 　　　2,352,693事業収入　　　　　　　　　　　　　　
　　140,300,000 　　141,430,860 △ 　　　1,130,860　　補助活動収入
　　226,404,000 　　236,051,512 △ 　　　9,647,512　　附属事業収入
　　 60,000,000 　　 51,154,321 　　　8,845,679　　受託事業収入
　　 16,580,000 　　 17,000,000 △ 　　　　420,000　　収益事業収入
　　 17,814,000 　　 27,695,357 △ 　　　9,881,357雑収入　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 30,000 　　　　335,719 △ 　　　　305,719　　入試関係資料売却収入
　　　7,949,000 　　　5,773,900 　　　2,175,100　　教材売却収入
　　　9,835,000 　　 21,585,738 △ 　　 11,750,738　　その他の雑収入
　　300,000,000 　　250,000,000 　　 50,000,000借入金等収入　　　　　　　　　　　　
　　300,000,000 　　250,000,000 　　 50,000,000　　短期借入金収入
　2,388,881,000 　2,448,390,674 △ 　　 59,509,674前受金収入　　　　　　　　　　　　　
　1,267,386,000 　1,253,932,500 　　 13,453,500　　授業料前受金収入
　　257,107,000 　　309,527,500 △ 　　 52,420,500　　入学金前受金収入
　　376,307,000 　　383,063,150 △ 　　　6,756,150　　実験実習前受金収入
　　445,578,000 　　448,119,900 △ 　　　2,541,900　　施設維持費前受金収入
　　　3,320,000 　　　4,668,000 △ 　　　1,348,000　　学生研修費前受金収入
　　 37,860,000 　　 40,180,000 △ 　　　2,320,000　　寮費前受金収入
　　　1,323,000 　　　3,945,000 △ 　　　2,622,000　　家庭料理技能検定前受金収入

　　　4,954,624 △ 　　　4,954,624　　その他の前受金収入
　　116,339,000 　　340,155,816 △ 　　223,816,816その他の収入　　　　　　　　　　　　
　　100,000,000 　　100,000,000　　建設引当資産からの繰入収入

　　275,083,617 △ 　　275,083,617　　減価償却引当資産からの繰入収入
　　　2,000,000 　　 29,907,826 △ 　　 27,907,826　　前期末未収入金収入

　　　　840,000 △ 　　　　840,000　　長期預かり金収入
　　 11,839,000 　　 11,956,400 △ 　　　　117,400　　貸付金回収収入
　　　2,500,000 　　　2,500,000　　預り金受入収入

　　　　238,428 △ 　　　　238,428　　仮払金回収収入
　　 15,507,273 △ 　　 15,507,273　　仮受金受入収入
　　　6,622,272 △ 　　　6,622,272　　事業部受入収入

△ 　2,371,657,000 △ 　2,421,291,320 　　 49,634,320資金収入調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　 10,000,000 △ 　　 26,396,196 　　 16,396,196　　期末未収入金　　　　　　　　　　　　
△ 　2,361,657,000 △ 　2,394,895,124 　　 33,238,124　　前期末前受金　　　　　　　　　　　　

資  金  収  支  計  算  書



（単位　円）

収　入　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　6,743,009,933 　6,743,009,933前年度繰越支払資金　　　　　　　　　

収 入 の 部 合 計  12,873,826,933  13,267,284,389 △ 　　393,457,456



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　3,056,648,000 　3,072,041,803 △ 　　 15,393,803人件費支出　　　　　　　　　　　　　
　1,358,771,000 　1,376,730,600 △ 　　 17,959,600　　教員人件費支出　　　　　　　　　　　
　1,481,868,000 　1,483,645,703 △ 　　　1,777,703　　職員人件費支出
　　 44,250,000 　　 49,520,316 △ 　　　5,270,316　　役員報酬支出
　　171,759,000 　　162,145,184 　　　9,613,816　　退職金支出
　1,248,438,000 　1,101,028,176 　　147,409,824教育研究経費支出
　　295,601,000 　　293,684,440 　　　1,916,560　　消耗品費支出
　　125,894,000 　　121,418,667 　　　4,475,333　　光熱水費支出
　　 36,263,000 　　 29,971,911 　　　6,291,089　　旅費交通費支出
　　 15,394,000 　　　9,368,300 　　　6,025,700　　奨学費支出
　　 10,452,000 　　 11,545,944 △ 　　　1,093,944　　福利費支出
　　 27,253,000 　　 22,013,617 　　　5,239,383　　通信運搬費支出
　　 44,545,000 　　 38,070,040 　　　6,474,960　　印刷製本費支出
　　 38,209,000 　　 39,730,170 △ 　　　1,521,170　　修繕費支出
　　　9,025,000 　　　4,346,009 　　　4,678,991　　取壊費支出
　　213,727,000 　　201,887,130 　　 11,839,870　　管理費支出
　　144,644,000 　　 58,497,999 　　 86,146,001　　賃借料支出
　　　9,710,000 　　　8,647,222 　　　1,062,778　　諸会費支出
　　　6,750,000 　　　4,541,916 　　　2,208,084　　会合費支出
　　　9,741,000 　　　8,261,323 　　　1,479,677　　渉外費支出
　　216,708,000 　　217,352,165 △ 　　　　644,165　　諸報酬・手数料支出
　　 32,983,000 　　 24,168,677 　　　8,814,323　　補助費支出
　　 11,539,000 　　　7,522,646 　　　4,016,354　　雑支出
　　700,696,000 　　692,878,078 　　　7,817,922管理経費支出　　　　　　　　　　　　
　　 34,766,000 　　 42,727,067 △ 　　　7,961,067　　消耗品費支出
　　　7,894,000 　　　8,120,566 △ 　　　　226,566　　光熱水費支出
　　 11,856,000 　　　8,509,255 　　　3,346,745　　旅費交通費支出
　　　5,162,000 　　　4,083,047 　　　1,078,953　　福利費支出
　　 29,134,000 　　 23,961,799 　　　5,172,201　　通信運搬費支出
　　 45,641,000 　　 35,290,489 　　 10,350,511　　印刷製本費支出
　　　9,015,000 　　　6,378,017 　　　2,636,983　　修繕費支出
　　　4,750,000 　　　　162,553 　　　4,587,447　　取壊費支出
　　 18,750,000 　　 17,373,788 　　　1,376,212　　管理費支出
　　 16,823,000 　　 22,250,379 △ 　　　5,427,379　　賃借料支出
　　 30,294,000 　　 28,216,087 　　　2,077,913　　公租公課支出
　　143,880,000 　　154,586,073 △ 　　 10,706,073　　広告宣伝費支出
　　　3,446,000 　　　1,717,460 　　　1,728,540　　諸会費支出
　　　4,051,000 　　　2,112,337 　　　1,938,663　　会合費支出
　　 17,833,000 　　 12,867,810 　　　4,965,190　　渉外費支出
　　 75,905,000 　　 83,541,579 △ 　　　7,636,579　　諸報酬・手数料支出
　　　1,013,000 　　　　705,023 　　　　307,977　　雑支出
　　　　665,000 　　　　411,338 　　　　253,662　　香川綾記念費支出
　　 79,444,000 　　 88,521,256 △ 　　　9,077,256　　補助活動支出
　　160,374,000 　　151,342,155 　　　9,031,845　　附属事業支出
　　 23,002,000 　　 21,382,858 　　　1,619,142借入金等利息支出　　　　　　　　　　
　　 23,002,000 　　 21,382,858 　　　1,619,142　　借入金等利息支出
　　399,980,000 　　349,980,000 　　 50,000,000借入金等返済支出　　　　　　　　　　
　　399,980,000 　　349,980,000 　　 50,000,000　　短期借入金返済支出
　　105,815,000 　　166,487,473 △ 　　 60,672,473施設関係支出　　　　　　　　　　　　
　　103,820,000 　　154,762,416 △ 　　 50,942,416　　建物支出
　　　1,995,000 　　 11,725,057 △ 　　　9,730,057　　構築物支出
　　145,422,000 　　435,137,244 △ 　　289,715,244設備関係支出　　　　　　　　　　　　
　　 97,818,000 　　388,419,929 △ 　　290,601,929　　教育研究用機器備品支出　　　　　　　
　　　4,683,000 　　　6,553,086 △ 　　　1,870,086　　その他の機器備品支出　　　　　　　　
　　 42,921,000 　　 40,164,229 　　　2,756,771　　図書支出　　　　　　　　　　　　　　
　　194,586,000 　　300,554,000 △ 　　105,968,000資産運用支出　　　　　　　　　　　　

　　　　630,000 △ 　　　　630,000　　有価証券購入支出
　　194,586,000 　　 99,924,000 　　 94,662,000　　退職給与引当資産への繰入支出

　　100,000,000 △ 　　100,000,000　　建設引当資金への繰入支出
　　100,000,000 △ 　　100,000,000　　第３号基本金引当資産支出



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　　 58,756,000 　　105,584,890 △ 　　 46,828,890その他の支出　　　　　　　　　　　　
　　 19,000,000 　　 13,330,300 　　　5,669,700　　貸付金支払支出
　　　6,756,000 　　 31,799,976 △ 　　 25,043,976　　前期末未払金支払支出

　　　　516,000 △ 　　　　516,000　　長期預り金支出
　　 27,259,809 △ 　　 27,259,809　　預り金支払支出

　　 30,000,000 　　 32,492,358 △ 　　　2,492,358　　前払金支払支出
　　　3,000,000 　　　3,000,000　　仮受金支出

　　　　186,447 △ 　　　　186,447　　貯蔵品支払支出
　　 30,000,000 　　 30,000,000［予備費］　　　　　　　　　　　　　

△ 　　 50,000,000 △ 　　329,650,080 　　279,650,080資金支出調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　 20,000,000 △ 　　298,110,029 　　278,110,029　　期末未払金　　　　　　　　　　　　　
△ 　　 30,000,000 △ 　　 31,540,051 　　　1,540,051　　前期末前払金　　　　　　　　　　　　
　6,960,483,933 　7,351,859,947 △ 　　391,376,014次年度繰越支払資金　　　　　　　　　

支 出 の 部 合 計  12,873,826,933  13,267,284,389 △ 　　393,457,456


