
平成21年 4月 1日から
平成22年 3月31日まで

（単位　円）

消費収入の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異
　4,603,491,000 　4,613,048,590 △ 　　　9,557,590学生生徒等納付金　　　　　　　　　　
　2,848,682,000 　2,837,057,740 　　 11,624,260　　授業料
　　283,170,000 　　307,681,500 △ 　　 24,511,500　　入学金
　　763,090,000 　　755,941,890 　　　7,148,110　　実験実習料
　　704,857,000 　　708,483,460 △ 　　　3,626,460　　施設維持費
　　　3,692,000 　　　3,884,000 △ 　　　　192,000　　学生研修費
　　 71,122,000 　　 77,328,920 △ 　　　6,206,920手数料　　　　　　　　　　　　　　　
　　 57,946,000 　　 58,200,000 △ 　　　　254,000　　入学検定料
　　　5,386,000 　　　5,365,700 　　　　 20,300　　試験料
　　　2,383,000 　　　6,846,000 △ 　　　4,463,000　　証明手数料
　　　　175,000 　　　1,575,000 △ 　　　1,400,000　　学位論文審査手数料
　　　4,572,000 　　　4,700,220 △ 　　　　128,220　　大学入試センター試験実施手数料
　　　　660,000 　　　　642,000 　　　　 18,000　　生涯学習講師手数料
　　 21,660,000 　　132,449,801 △ 　　110,789,801寄付金　　　　　　　　　　　　　　　
　　 21,600,000 　　131,614,801 △ 　　110,014,801　　特別寄付金
　　　　 60,000 　　　　 60,000　　一般寄付金

　　　　775,000 △ 　　　　775,000　　現物寄付金
　　409,322,000 　　418,255,033 △ 　　　8,933,033補助金
　　409,059,000 　　417,995,500 △ 　　　8,936,500　　国庫補助金
　　　　263,000 　　　　259,533 　　　　　3,467　　地方公共団体補助
　　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
　　 20,312,000 　　 26,216,314 △ 　　　5,904,314　　施設設備利用料
　　436,704,000 　　445,636,693 △ 　　　8,932,693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
　　 10,000,000 　　 17,000,000 △ 　　　7,000,000　　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

帰属収入合計 　5,690,674,000 　5,907,794,286 △ 　　217,120,286

△ 　　120,461,000 △ 　　438,604,565 　　318,143,565基本金組入額合計　　　　　　　　　　
△ 　　120,461,000 △ 　　438,604,565 　　318,143,565　　基本金組入額　　　　　　　　　　　　

消費収入の部合計 　5,570,213,000 　5,469,189,721 　　101,023,279

消  費  収  支  計  算  書



（単位　円）

消費支出の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異

　3,094,725,000 　3,150,770,768 △ 　　 56,045,768人件費　　　　　　　　　　　　　　　
　1,358,771,000 　1,376,730,600 △ 　　 17,959,600　　教員人件費　　　　　　　　　　　　　
　1,481,868,000 　1,483,645,703 △ 　　　1,777,703　　職員人件費　　　　　　　　　　　　　
　　 44,250,000 　　 49,520,316 △ 　　　5,270,316　　役員報酬　　　　　　　　　　　　　　
　　 15,250,000 　　 22,055,677 △ 　　　6,805,677　　退職金
　　194,586,000 　　218,818,472 △ 　　 24,232,472　　退職給与引当金繰入額
　1,708,356,000 　1,614,216,724 　　 94,139,276教育研究経費　　　　　　　　　　　　
　　295,601,000 　　294,823,456 　　　　777,544　　消耗品費
　　125,894,000 　　121,418,667 　　　4,475,333　　光熱水費
　　 36,263,000 　　 29,971,911 　　　6,291,089　　旅費交通費
　　 15,394,000 　　　9,368,300 　　　6,025,700　　奨学費
　　459,918,000 　　511,846,425 △ 　　 51,928,425　　減価償却費
　　 10,452,000 　　 11,545,944 △ 　　　1,093,944　　福利費
　　 27,253,000 　　 22,111,800 　　　5,141,200　　通信運搬費
　　 44,545,000 　　 38,132,219 　　　6,412,781　　印刷製本費
　　 38,209,000 　　 39,730,170 △ 　　　1,521,170　　修繕費
　　　9,025,000 　　　4,346,009 　　　4,678,991　　取壊費
　　213,727,000 　　201,887,130 　　 11,839,870　　管理費
　　144,644,000 　　 58,497,999 　　 86,146,001　　賃借料
　　　9,710,000 　　　8,647,222 　　　1,062,778　　諸会費
　　　6,750,000 　　　4,541,916 　　　2,208,084　　会合費
　　　9,741,000 　　　8,275,511 　　　1,465,489　　渉外費
　　216,708,000 　　217,352,165 △ 　　　　644,165　　諸報酬・手数料
　　 32,983,000 　　 24,168,677 　　　8,814,323　　補助費
　　 11,539,000 　　　7,551,203 　　　3,987,797　　雑支出
　　783,922,000 　　769,942,434 　　 13,979,566管理経費
　　 34,766,000 　　 42,727,067 △ 　　　7,961,067　　消耗品費
　　　7,894,000 　　　8,120,566 △ 　　　　226,566　　光熱水費
　　 11,856,000 　　　8,509,255 　　　3,346,745　　旅費交通費
　　 83,226,000 　　 81,979,702 　　　1,246,298　　減価償却費
　　　5,162,000 　　　4,083,047 　　　1,078,953　　福利費
　　 29,134,000 　　 23,943,910 　　　5,190,090　　通信運搬費
　　 45,641,000 　　 35,822,884 　　　9,818,116　　印刷製本費
　　　9,015,000 　　　6,378,017 　　　2,636,983　　修繕費
　　　4,750,000 　　　　162,553 　　　4,587,447　　取壊費
　　 18,750,000 　　 17,373,788 　　　1,376,212　　管理費
　　 16,823,000 　　 22,250,379 △ 　　　5,427,379　　賃借料
　　 30,294,000 　　 28,215,887 　　　2,078,113　　公租公課
　　143,880,000 　　154,586,073 △ 　　 10,706,073　　広告宣伝費
　　　3,446,000 　　　1,717,460 　　　1,728,540　　諸会費
　　　4,051,000 　　　2,112,337 　　　1,938,663　　会合費
　　 17,833,000 　　 12,963,036 　　　4,869,964　　渉外費
　　 75,905,000 　　 83,627,579 △ 　　　7,722,579　　諸報酬・手数料
　　　1,013,000 　　　　705,023 　　　　307,977　　雑支出
　　　　665,000 　　　　411,338 　　　　253,662　　香川綾記念支出
　　 79,444,000 　　 88,521,256 △ 　　　9,077,256　　補助活動支出
　　160,374,000 　　145,731,277 　　 14,642,723　　附属事業支出
　　 23,002,000 　　 21,382,858 　　　1,619,142借入金等利息　　　　　　　　　　　　
　　 23,002,000 　　 21,382,858 　　　1,619,142　　借入金利息　　　　　　　　　　　　　
　　 20,000,000 　　 44,076,611 △ 　　 24,076,611資産処分差額　　　　　　　　　　　　
　　 20,000,000 　　 44,076,611 △ 　　 24,076,611　　固定資産除却差額
　　　　500,000 　　　　500,000徴収不能引当金繰入額　　　　　　　　
　　 30,000,000 　　 30,000,000［予備費］　　　　　　　　　　　　　

消費支出の部合計 　5,660,505,000 　5,600,389,395 　　 60,115,605

当年度消費支出超過額 　　 90,292,000 　　131,199,674

前年度繰越消費収入超過額 　　455,501,844 　　455,501,844

翌年度繰越消費収入超過額 　　365,209,844 　　324,302,170


