
収入の部

予　算 備　考

3,055,800,000

2,296,500,000

130,800,000

628,500,000

67,000,000

60,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

1,500,000

1,500,000

補助金収入 440,300,000

440,000,000

300,000

資産売却収入 545,000,000

545,000,000

付随事業・収益事業収入 48,000,000

13,000,000

35,000,000

260,000,000

260,000,000

60,500,000

10,000,000

45,000,000

5,500,000

借入金等収入 0

前受金収入 531,500,000

314,000,000

137,000,000

80,500,000

その他の収入 57,900,000

57,500,000

200,000

200,000

資金収入調整勘定 △ 551,000,000

△ 45,000,000

△ 506,000,000

前年度繰越支払資金 2,277,100,000

収入の部合計 6,793,600,000

資金収支予算書

２０２２年４月　１日から
２０２３年３月３１日まで

（単位：円）

期末未収入金

前期末前受金

入学金前受金収入

施設設備資金前受金収入

前期末未収入金収入

貸付金回収収入

預り金受入収入

科　目

授業料収入

入学金収入

施設設備資金収入

入学検定料収入

試験料収入

証明手数料収入

大学入学共通テスト実施手数料収入

特別寄付金収入

国庫補助金収入

地方公共団体補助金収入

有価証券売却収入

補助活動収入

収益事業収入

その他の受取利息・配当金収入

施設設備利用料収入

私立大学退職金財団交付金収入

その他雑収入

雑収入

受取利息・配当金収入

学生生徒等納付金収入

手数料収入

寄付金収入

授業料前受金収入



予　算 備　考

人件費支出 2,045,500,000

教員人件費支出 1,172,000,000

職員人件費支出 752,500,000

役員報酬支出 64,500,000

退職金支出 56,500,000

教育研究経費支出 1,196,000,000

消耗品費支出 58,000,000

光熱水費支出 95,000,000

旅費交通費支出 35,000,000

奨学費支出 340,000,000

通信運搬費支出 11,000,000

印刷製本費支出 14,000,000

研究費支出 45,000,000

修繕費支出 235,000,000

保険料支出 8,000,000

渉外費支出 1,000,000

諸会費支出 3,500,000

支払報酬支出 4,500,000

支払手数料支出 65,000,000

業務委託費支出 197,500,000

福利費支出 17,000,000

賃借料支出 46,000,000

興動館プログラム支出 20,000,000

雑費支出 500,000

管理経費支出 319,500,000

消耗品費支出 8,000,000

光熱水費支出 8,000,000

旅費交通費支出 17,000,000

通信運搬費支出 6,500,000

印刷製本費支出 25,500,000

修繕費支出 2,500,000

保険料支出 1,500,000

渉外費支出 7,000,000

広報費支出 90,000,000

諸会費支出 6,000,000

支払報酬支出 8,500,000

支払手数料支出 5,500,000

業務委託費支出 87,000,000

公租公課支出 1,500,000

福利費支出 11,000,000

賃借料支出 7,000,000

寄付金支出 500,000

消費税支出 2,000,000

（単位：円）

科　　　目

支出の部



予　算 備　考

試験料返還支出 1,000,000

補助活動支出 21,500,000

雑費支出 2,000,000

借入金等利息支出 0

借入金等返済支出 0

施設関係支出 50,500,000

建物支出 46,500,000

構築物支出 4,000,000

設備関係支出 114,000,000

教育研究用機器備品支出 82,000,000

管理用機器備品支出 2,000,000

図書支出 30,000,000

資産運用支出 960,000,000

有価証券購入支出 960,000,000

その他の支出 21,200,000

前期末未払金支払支出 21,000,000

預り金支払支出 200,000

100,000,000

資金支出調整勘定 △ 24,000,000

期末未払金 △ 21,000,000

前期末前払金 △ 3,000,000

翌年度繰越支払資金 2,010,900,000

支出の部合計 6,793,600,000

科　　　目

（予備費）



予　算 備　考

学生生徒等納付金 3,055,800,000

授業料 2,296,500,000

入学金 130,800,000

施設設備資金 628,500,000

手数料 67,000,000

入学検定料 60,000,000

試験料 1,000,000

証明手数料 1,000,000

大学入学共通テスト実施手数料 5,000,000

寄付金 500,000

特別寄付金 500,000

経常費等補助金 440,300,000

国庫補助金 440,000,000

地方公共団体補助金 300,000

付随事業収入 13,000,000

補助活動収入 13,000,000

雑収入 60,500,000

施設設備利用料 10,000,000

私立大学退職金財団交付金収入 45,000,000

その他雑収入 5,500,000

教育活動収入計 3,637,100,000

予　算 備　考

人件費 2,057,000,000

教員人件費 1,172,000,000

職員人件費 752,500,000

役員報酬 64,500,000

退職給与引当金繰入額 54,000,000

退職金 14,000,000

教育研究経費 1,767,500,000

消耗品費 58,000,000

光熱水費 95,000,000

旅費交通費 35,000,000

奨学費 340,000,000

減価償却額 571,500,000

通信運搬費 11,000,000

印刷製本費 14,000,000

研究費 45,000,000

修繕費 235,000,000

保険料 8,000,000

渉外費 1,000,000

事業活動収支予算書

２０２２年４月　１日から
２０２３年３月３１日まで

（単位：円）

事
業
活
動
収
入
の
部

科　目

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部

科　目



諸会費 3,500,000

支払報酬 4,500,000

支払手数料 65,000,000

業務委託費 197,500,000

福利費 17,000,000

賃借料 46,000,000

興動館プログラム 20,000,000

雑費 500,000

管理経費 353,500,000

消耗品費 8,000,000

光熱水費 8,000,000

旅費交通費 17,000,000

減価償却額 34,000,000

通信運搬費 6,500,000

印刷製本費 25,500,000

修繕費 2,500,000

保険料 1,500,000

渉外費 7,000,000

広報費 90,000,000

諸会費 6,000,000

支払報酬 8,500,000

支払手数料 5,500,000

業務委託費 87,000,000

公租公課 1,500,000

福利費 11,000,000

賃借料 7,000,000

寄付金 500,000

消費税 2,000,000

試験料返還 1,000,000

補助活動 21,500,000

雑費 2,000,000

徴収不能額等 0

教育活動支出計 4,178,000,000

教育活動収支差額 △ 540,900,000

予　算 備　考

受取利息・配当金 260,000,000

その他の受取利息・配当金 260,000,000

その他の教育活動外収入 35,000,000

収益事業収入 35,000,000

教育活動外収入計 295,000,000

予　算 備　考

借入金等利息 0

その他の教育活動外支出 0

教育活動外支出計 0

教育活動外収支差額 295,000,000

△ 245,900,000

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

科　目
事
業
活
動

支
出
の
部

　　経常収支差額

科　目

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部



予　算 備　考

資産売却差額 10,000,000

有価証券売却差額 10,000,000

その他の特別収入 3,000,000

施設設備寄付金 1,000,000

現物寄付 2,000,000

特別収入計 13,000,000

予　算 備　考

資産処分差額 5,300,000

建物処分差額 100,000

教育研究用機器備品処分差額 100,000

管理用機器備品処分差額 100,000

図書除却差額 5,000,000

その他の特別支出 0

特別支出計 5,300,000

　　特別収支差額 7,700,000

50,000,000

△ 288,200,000

△ 166,500,000

当年度収支差額 △ 454,700,000

前年度繰越収支差額 △ 2,053,400,000

基本金取崩額 0

翌年度繰越収支差額 △ 2,508,100,000

　（参考）

3,945,100,000

4,233,300,000

科　目

科　目
特
別
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

事業活動支出計

（予備費）

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

事業活動収入計


