
平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

（単位　円）

収　入　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異
　4,766,474,000 　4,822,475,390 △ 　　 56,001,390学生生徒等納付金収入　　　　　　　　
　2,511,257,000 　2,525,997,470 △ 　　 14,740,470　　授業料収入
　　292,542,000 　　325,858,000 △ 　　 33,316,000　　入学金収入
　　808,312,000 　　815,261,820 △ 　　　6,949,820　　実験実習料収入
　1,148,275,000 　1,149,182,100 △ 　　　　907,100　　施設維持費収入
　　　6,088,000 　　　6,176,000 △ 　　　　 88,000　　学生研修費収入
　　 78,727,000 　　 78,491,790 　　　　235,210手数料収入　　　　　　　　　　　　　
　　 63,196,000 　　 62,425,000 　　　　771,000　　入学検定料収入
　　　4,518,000 　　　5,871,600 △ 　　　1,353,600　　試験料収入
　　　5,018,000 　　　5,371,300 △ 　　　　353,300　　証明手数料収入
　　　　700,000 　　　　700,000　　学位論文審査手数料収入
　　　4,715,000 　　　3,823,390 　　　　891,610　　大学入試センター試験実施手数料収入
　　　　380,000 　　　　260,500 　　　　119,500　　生涯学習講師手数料
　　　　200,000 　　　　 40,000 　　　　160,000　　料理教室認定手数料
　　 65,040,000 　　 62,011,492 　　　3,028,508寄付金収入　　　　　　　　　　　　　
　　 65,000,000 　　 61,931,492 　　　3,068,508　　特別寄付金収入
　　　　 40,000 　　　　 80,000 △ 　　　　 40,000　　一般寄付金収入
　　296,000,000 　　291,030,654 　　　4,969,346補助金収入　　　　　　　　　　　　　
　　294,000,000 　　290,750,000 　　　3,250,000　　国庫補助金収入
　　　2,000,000 　　　　280,654 　　　1,719,346　　地方公共団体補助金収入
　　149,460,000 　　233,201,196 △ 　　 83,741,196資産運用収入　　　　　　　　　　　　
　　　7,210,000 　　 11,452,311 △ 　　　4,242,311　　奨学基金運用収入
　　　2,500,000 　　　5,695,576 △ 　　　3,195,576　　研究奨励基金運用収入
　　125,000,000 　　200,473,817 △ 　　 75,473,817　　受取利息・配当金収入
　　 14,750,000 　　 15,579,492 △ 　　　　829,492　　施設設備利用料収入
　　446,126,000 　　426,715,192 　　 19,410,808事業収入　　　　　　　　　　　　　　
　　150,325,000 　　126,919,854 　　 23,405,146　　補助活動収入
　　246,801,000 　　231,266,009 　　 15,534,991　　附属事業収入
　　 35,000,000 　　 45,529,329 △ 　　 10,529,329　　受託事業収入
　　 14,000,000 　　 23,000,000 △ 　　　9,000,000　　収益事業収入
　　 20,424,000 　　 46,653,053 △ 　　 26,229,053雑収入　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 30,000 　　　　264,726 △ 　　　　234,726　　入試関係資料売却収入
　　　6,082,000 　　　7,672,250 △ 　　　1,590,250　　教材売却収入
　　 14,312,000 　　 38,716,077 △ 　　 24,404,077　　その他の雑収入
　　489,000,000 　　489,000,000借入金等収入　　　　　　　　　　　　
　　189,000,000 　　189,000,000　　長期借入金収入
　　300,000,000 　　300,000,000　　短期借入金収入
　2,529,249,000 　2,521,585,610 　　　7,663,390前受金収入　　　　　　　　　　　　　
　1,206,684,000 　1,195,840,650 　　 10,843,350　　授業料前受金収入
　　291,882,000 　　321,684,500 △ 　　 29,802,500　　入学金前受金収入
　　455,228,000 　　394,753,900 　　 60,474,100　　実験実習前受金収入
　　568,068,000 　　557,996,900 　　 10,071,100　　施設維持費前受金収入
　　　3,064,000 　　　5,804,000 △ 　　　2,740,000　　学生研修費前受金収入

　　 39,300,000 △ 　　 39,300,000　　寮費前受金収入
　　　4,323,000 　　　4,089,000 　　　　234,000　　家庭料理技能検定前受金収入

　　　2,053,560 △ 　　　2,053,560　　その他の前受金収入
　　　　 63,100 △ 　　　　 63,100　　附属事業前受収入

　　 14,366,000 　　 46,949,539 △ 　　 32,583,539その他の収入　　　　　　　　　　　　
　　 25,714,979 △ 　　 25,714,979　　前期末未収入金収入
　　　　410,000 △ 　　　　410,000　　長期預かり金収入

　　 14,366,000 　　 13,906,600 　　　　459,400　　貸付金回収収入
　　　1,777,146 △ 　　　1,777,146　　預り金受入収入
　　　5,140,814 △ 　　　5,140,814　　事業部受入収入

△ 　2,502,749,000 △ 　2,553,879,538 　　 51,130,538資金収入調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　 24,087,000 △ 　　 29,333,648 　　　5,246,648　　期末未収入金　　　　　　　　　　　　
△ 　2,478,662,000 △ 　2,524,545,890 　　 45,883,890　　前期末前受金　　　　　　　　　　　　
　7,578,625,875 　7,578,625,875前年度繰越支払資金　　　　　　　　　

収 入 の 部 合 計  13,930,742,875  14,042,860,253 △ 　　112,117,378

 資  金  収  支  計  算  書



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　2,988,723,000 　3,025,497,436 △ 　　 36,774,436人件費支出　　　　　　　　　　　　　
　1,318,775,000 　1,311,590,331 　　　7,184,669　　教員人件費支出　　　　　　　　　　　
　1,573,134,000 　1,522,281,423 　　 50,852,577　　職員人件費支出
　　 45,721,000 　　 36,628,415 　　　9,092,585　　役員報酬支出
　　 51,093,000 　　154,997,267 △ 　　103,904,267　　退職金支出
　1,206,826,000 　1,195,489,765 　　 11,336,235教育研究経費支出
　　294,624,000 　　345,443,530 △ 　　 50,819,530　　消耗品費支出
　　136,165,000 　　145,653,819 △ 　　　9,488,819　　光熱水費支出
　　 39,082,000 　　 30,563,536 　　　8,518,464　　旅費交通費支出
　　 19,469,000 　　 21,118,100 △ 　　　1,649,100　　奨学費支出
　　 10,353,000 　　 11,542,433 △ 　　　1,189,433　　福利費支出
　　 27,283,000 　　 20,358,571 　　　6,924,429　　通信運搬費支出
　　 50,712,000 　　 40,750,620 　　　9,961,380　　印刷製本費支出
　　 39,423,000 　　 32,848,076 　　　6,574,924　　修繕費支出
　　　8,020,000 　　 11,441,540 △ 　　　3,421,540　　取壊費支出
　　231,063,000 　　217,759,694 　　 13,303,306　　管理費支出
　　 54,759,000 　　 50,834,913 　　　3,924,087　　賃借料支出
　　　9,884,000 　　　8,517,456 　　　1,366,544　　諸会費支出
　　　6,266,000 　　　4,230,431 　　　2,035,569　　会合費支出
　　 11,421,000 　　　7,507,701 　　　3,913,299　　渉外費支出
　　217,680,000 　　202,011,733 　　 15,668,267　　諸報酬・手数料支出
　　 37,442,000 　　 25,486,670 　　 11,955,330　　補助費支出
　　 13,180,000 　　 19,420,942 △ 　　　6,240,942　　雑支出
　　845,921,000 　　777,260,679 　　 68,660,321管理経費支出　　　　　　　　　　　　
　　 47,734,000 　　 49,877,431 △ 　　　2,143,431　　消耗品費支出
　　 10,650,000 　　　8,286,996 　　　2,363,004　　光熱水費支出
　　 13,156,000 　　　8,761,875 　　　4,394,125　　旅費交通費支出
　　　5,314,000 　　　3,653,446 　　　1,660,554　　福利費支出
　　 32,746,000 　　 32,072,406 　　　　673,594　　通信運搬費支出
　　 52,200,000 　　 47,501,698 　　　4,698,302　　印刷製本費支出
　　 10,540,000 　　 11,283,134 △ 　　　　743,134　　修繕費支出
　　　　500,000 　　　　500,000　　取壊費支出
　　 25,988,000 　　 19,826,726 　　　6,161,274　　管理費支出
　　 14,821,000 　　 11,741,187 　　　3,079,813　　賃借料支出
　　 19,910,000 　　 26,568,443 △ 　　　6,658,443　　公租公課支出
　　156,974,000 　　155,898,900 　　　1,075,100　　広告宣伝費支出
　　　2,911,000 　　　1,394,277 　　　1,516,723　　諸会費支出
　　　5,059,000 　　　2,116,100 　　　2,942,900　　会合費支出
　　 18,778,000 　　 11,992,287 　　　6,785,713　　渉外費支出
　　121,446,000 　　 95,944,857 　　 25,501,143　　諸報酬・手数料支出
　　　1,515,000 　　 10,396,096 △ 　　　8,881,096　　雑支出
　　　　569,000 　　　　200,797 　　　　368,203　　香川綾記念費支出
　　 42,073,000 　　 43,172,030 △ 　　　1,099,030　　８０周年記念支出
　　123,112,000 　　 85,092,234 　　 38,019,766　　補助活動支出
　　139,925,000 　　151,479,759 △ 　　 11,554,759　　附属事業支出
　　 14,799,000 　　 15,027,727 △ 　　　　228,727借入金等利息支出　　　　　　　　　　
　　 14,799,000 　　 15,027,727 △ 　　　　228,727　　借入金等利息支出
　　399,860,000 　　399,860,000借入金等返済支出　　　　　　　　　　
　　399,860,000 　　399,860,000　　短期借入金返済支出
　　566,558,000 　　389,718,588 　　176,839,412施設関係支出　　　　　　　　　　　　
　　 80,683,000 　　 10,101,000 　　 70,582,000　　土地支出
　　476,675,000 　　370,982,918 　　105,692,082　　建物支出
　　　9,200,000 　　　8,634,670 　　　　565,330　　構築物支出
　　193,420,000 　　185,727,498 　　　7,692,502設備関係支出　　　　　　　　　　　　
　　156,944,000 　　141,884,867 　　 15,059,133　　教育研究用機器備品支出　　　　　　　
　　　6,513,000 　　 15,213,066 △ 　　　8,700,066　　その他の機器備品支出　　　　　　　　
　　 29,963,000 　　 28,629,565 　　　1,333,435　　図書支出　　　　　　　　　　　　　　
　　100,000,000 　　285,557,419 △ 　　185,557,419資産運用支出　　　　　　　　　　　　

　　285,557,419 △ 　　285,557,419　　有価証券購入支出
　　100,000,000 　　100,000,000　　退職給与引当資産への繰入支出



（単位　円）

支　出　の　部 

　　　　　　　科　　　　　　　　　目 　 予　　　　算 　 決　　　　算 　 差　　　　異

　　373,299,000 　　326,037,973 　　 47,261,027その他の支出　　　　　　　　　　　　
　　　8,537,500 △ 　　　8,537,500　　貸付金支払支出

　　253,092,000 　　285,616,948 △ 　　 32,524,948　　前期末未払金支払支出
　　　　694,000 △ 　　　　694,000　　長期預り金支出

　　120,207,000 　　120,207,000　　預り金支払支出
　　 27,808,807 △ 　　 27,808,807　　前払金支払支出
　　　1,773,989 △ 　　　1,773,989　　仮払金支払支出
　　　1,500,538 △ 　　　1,500,538　　仮受金支出
　　　　106,191 △ 　　　　106,191　　貯蔵品支払支出

　　 50,000,000 　　 50,000,000［予備費］　　　　　　　　　　　　　
△ 　　172,138,000 △ 　　 68,782,634 △ 　　103,355,366資金支出調整勘定　　　　　　　　　　
△ 　　137,864,000 △ 　　 43,338,448 △ 　　 94,525,552　　期末未払金　　　　　　　　　　　　　
△ 　　 34,274,000 △ 　　 25,444,186 △ 　　　8,829,814　　前期末前払金　　　　　　　　　　　　
　7,363,474,875 　7,511,465,802 △ 　　147,990,927次年度繰越支払資金　　　　　　　　　

支 出 の 部 合 計  13,930,742,875  14,042,860,253 △ 　　112,117,378


