
第五号様式

（単位 ： 円）

　　　 7,247,800,000 　　　 7,245,377,717 　　　 2,422,283

授業料 　　　 5,165,240,000 　　　 5,169,472,717 △ 4,232,717

入学金 　　　 655,900,000 　　　 653,500,000 　　　 2,400,000

実験実習料 　　　 26,630,000 　　　 22,374,000 　　　 4,256,000

施設設備資金 　　　 723,910,000 　　　 724,133,000 △ 223,000

運営維持費 　　　 676,120,000 　　　 675,898,000 　　　 222,000

　　　 149,300,000 　　　 140,384,196 　　　 8,915,804

入学検定料 　　　 136,260,000 　　　 126,115,000 　　　 10,145,000

試験料 　　　 440,000 　　　 533,000 △ 93,000

証明手数料 　　　 2,050,000 　　　 2,563,500 △ 513,500

その他の手数料 　　　 10,550,000 　　　 11,172,696 △ 622,696

　　　 245,610,000 　　　 247,743,789 △ 2,133,789

特別寄付金 　　　 48,460,000 　　　 56,257,301 △ 7,797,301

一般寄付金 　　　 196,130,000 　　　 191,387,786 　　　 4,742,214

現物寄付 　　　 1,020,000 　　　 98,702 　　　 921,298

　　　 1,722,370,000 　　　 1,784,666,463 △ 62,296,463

国庫補助金 　　　 800,150,000 　　　 795,833,710 　　　 4,316,290

地方公共団体補助金 　　　 922,220,000 　　　 988,832,753 △ 66,612,753

　　　 201,180,000 　　　 73,310,208 　　　 127,869,792

補助活動収入 　　　 201,180,000 　　　 73,310,208 　　　 127,869,792

　　　 247,310,000 　　　 297,534,780 △ 50,224,780

施設設備利用料 　　　 18,350,000 　　　 18,726,359 △ 376,359

廃品売却収入 　　　 50,000 　　　 21,165 　　　 28,835

退職金財団収入 　　　 57,180,000 　　　 103,890,299 △ 46,710,299

その他の雑収入 　　　 21,260,000 　　　 24,471,602 △ 3,211,602

負担金収入 　　　 9,370,000 　　　 9,360,000 　　　 10,000

退職給与引当金戻入額 　　　 141,100,000 　　　 141,065,355 　　　 34,645

　　　 9,813,570,000 　　　 9,789,017,153 　　　 24,552,847

　人件費 　　　 5,713,537,785 　　　 5,713,537,785 　　　 0

教員人件費 　　　 4,151,590,000 　　　 4,138,451,193 　　　 13,138,807

職員人件費 　　　 1,396,190,000 　　　 1,384,788,073 　　　 11,401,927

役員報酬 　　　 41,360,000 　　　 41,360,000 　　　 0

退職給与引当金繰入額 　　　 108,567,785 　　　 141,739,326 △ 33,171,541

賃金 　　　 15,830,000 　　　 7,199,193 　　　 8,630,807

　教育研究経費 　　　 3,204,780,000 　　　 2,763,827,950 　　　 440,952,050

消耗品費 　　　 114,520,000 　　　 93,431,118 　　　 21,088,882

光熱水費 　　　 174,900,000 　　　 160,231,032 　　　 14,668,968

事　業　活　動　収　支　計　算　書
令和 2年 4月31日から

令和 3年 3月31日まで
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旅費交通費 　　　 170,400,000 　　　 28,794,633 　　　 141,605,367

車両燃料費 　　　 30,000 　　　 10,379 　　　 19,621

福利費 　　　 26,930,000 　　　 18,121,092 　　　 8,808,908

奨学費 　　　 739,240,000 　　　 679,000,637 　　　 60,239,363

通信費 　　　 7,670,000 　　　 6,707,821 　　　 962,179

郵送運搬費 　　　 21,370,000 　　　 13,243,787 　　　 8,126,213

出版物費 　　　 47,200,000 　　　 50,569,086 △ 3,369,086

印刷製本費 　　　 63,650,000 　　　 42,174,585 　　　 21,475,415

修繕費 　　　 75,880,000 　　　 65,205,529 　　　 10,674,471

損害保険料 　　　 11,180,000 　　　 11,443,251 △ 263,251

賃借料 　　　 27,200,000 　　　 27,187,380 　　　 12,620

公租公課 　　　 40,000 　　　 0 　　　 40,000

諸会費 　　　 14,460,000 　　　 11,685,726 　　　 2,774,274

報酬・委託・手数料料金 　　　 625,700,000 　　　 570,767,797 　　　 54,932,203

就学支援費 　　　 17,550,000 　　　 14,316,717 　　　 3,233,283

学生生徒児童活動補給金 　　　 71,590,000 　　　 35,585,764 　　　 36,004,236

減価償却額 　　　 995,270,000 　　　 935,351,616 　　　 59,918,384

　管理経費 　　　 1,167,220,000 　　　 1,013,760,853 　　　 153,459,147

消耗品費 　　　 30,290,000 　　　 15,669,620 　　　 14,620,380

光熱水費 　　　 31,990,000 　　　 28,008,437 　　　 3,981,563

旅費交通費 　　　 20,330,000 　　　 9,282,871 　　　 11,047,129

車両燃料費 　　　 1,280,000 　　　 935,028 　　　 344,972

福利費 　　　 16,310,000 　　　 10,132,484 　　　 6,177,516

通信費 　　　 1,470,000 　　　 1,267,722 　　　 202,278

郵送運搬費 　　　 36,710,000 　　　 23,151,283 　　　 13,558,717

出版物費 　　　 6,320,000 　　　 5,503,389 　　　 816,611

印刷製本費 　　　 64,450,000 　　　 60,719,247 　　　 3,730,753

修繕費 　　　 19,900,000 　　　 14,763,098 　　　 5,136,902

損害保険料 　　　 3,040,000 　　　 2,973,250 　　　 66,750

賃借料 　　　 7,010,000 　　　 6,980,978 　　　 29,022

公租公課 　　　 24,870,000 　　　 14,031,369 　　　 10,838,631

諸会費 　　　 9,250,000 　　　 8,859,731 　　　 390,269

報酬・委託・手数料料金 　　　 353,060,000 　　　 309,649,333 　　　 43,410,667

渉外費 　　　 23,390,000 　　　 5,164,646 　　　 18,225,354

広報費 　　　 278,090,000 　　　 267,745,206 　　　 10,344,794

建物等除却費 　　　 102,650,000 　　　 101,876,208 　　　 773,792

私立大学等経常費補助金返還金 　　　 10,000 　　　 0 　　　 10,000

雑費 　　　 13,040,000 　　　 11,856,979 　　　 1,183,021

減価償却額 　　　 123,760,000 　　　 115,189,974 　　　 8,570,026

  徴収不能額等 　　　 40,000 　　　 0 　　　 40,000

徴収不能額 　　　 40,000 　　　 0 　　　 40,000

　　　 10,085,577,785 　　　 9,491,126,588 　　　 594,451,197

△ 272,007,785 　　　 297,890,565 △ 569,898,350
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　　　 2,960,000 　　　 2,931,550 　　　 28,450

その他の受取利息・配当金 　　　 2,960,000 　　　 2,931,550 　　　 28,450

　　　 0 　　　 0 　　　 0

　　　 2,960,000 　　　 2,931,550 　　　 28,450

　　　 15,380,000 　　　 15,326,106 　　　 53,894

借入金利息 　　　 15,380,000 　　　 15,326,106 　　　 53,894

　　　 0 　　　 0 　　　 0

　　　 15,380,000 　　　 15,326,106 　　　 53,894

△ 12,420,000 △ 12,394,556 △ 25,444

△ 284,427,785 　　　 285,496,009 △ 569,923,794

　　　 170,770,000 　　　 170,731,200 　　　 38,800

資産売却差額 　　　 170,770,000 　　　 170,731,200 　　　 38,800

　　　 93,120,000 　　　 39,853,302 　　　 53,266,698

施設設備寄付金 　　　 5,510,000 　　　 0 　　　 5,510,000

現物寄付 　　　 2,000,000 　　　 8,856,302 △ 6,856,302

施設設備補助金 　　　 85,560,000 　　　 30,997,000 　　　 54,563,000

過年度修正額 　　　 50,000 　　　 0 　　　 50,000

　　　 263,890,000 　　　 210,584,502 　　　 53,305,498

　　　 117,384,349 　　　 117,384,349 　　　 0

資産処分差額 　　　 112,960,000 　　　 112,912,667 　　　 47,333

資産除却額 　　　 4,424,349 　　　 4,471,682 △ 47,333

　　　 50,000 　　　 0 　　　 50,000

過年度修正額 　　　 50,000 　　　 0 　　　 50,000

　　　 117,434,349 　　　 117,384,349 　　　 50,000

　　　 146,455,651 　　　 93,200,153 　　　 53,255,498

(40,732,134)

　　　 134,117,866 　　　 134,117,866

　基本金組入前当年度収支差額 △ 272,090,000 　　　 378,696,162 △ 650,786,162

　基本金組入額合計 △ 669,480,000 △ 551,950,335 △ 117,529,665

　当年度収支差額 △ 941,570,000 △ 173,254,173 △ 768,315,827

　前年度繰越収支差額 △ 18,759,065,888 △ 18,759,065,888 　　　 0

　基本金取崩額 　　　 310,270,000 　　　 398,767,127 △ 88,497,127

　翌年度繰越収支差額 △ 19,390,365,888 △ 18,533,552,934 △ 856,812,954

　（参考）

　事業活動収入計 　　　 10,080,420,000 　　　 10,002,533,205 　　　 77,886,795

　事業活動支出計 　　　 10,352,510,000 　　　 9,623,837,043 　　　 728,672,957

（注）予備費からの流用額

                    人件費 （退職給与引当金繰入額） 38,537,785
                    資産処分差額 （資産除却額） 2,194,349

                                                    合                 計 40,732,134

　資産処分差額
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