
1.平成27年度 資金収支計算書

当該年度に行った諸活動に対応するすべての収入・支出の内容、並びに支払資金(現金及びいつで
も引き出すことのできる預貯金)のてん末を勘定科目別に集計したものです。
◆平成26年度資金収支計算書（要約） ◆平成27年度資金収支計算書（要約）

（単位：円） （単位：円）

学生生徒等納付金収入 学生生徒等納付金収入
手数料収入 手数料収入
寄付金収入 寄付金収入
補助金収入 補助金収入
資産運用収入※ 資産売却収入
資産売却収入 受取利息・配当金収入※
雑収入 雑収入※
借入金等収入 借入金等収入
前受金収入 前受金収入
その他の収入 その他の収入
前年度繰越支払資金 前年度繰越支払資金

資金収入調整勘定 資金収入調整勘定

収入の部合計 収入の部合計

人件費支出 人件費支出
教育研究経費支出 教育研究経費支出
管理経費支出 管理経費支出
借入金等利息支出 借入金等利息支出
借入金等返済支出 借入金等返済支出
施設関係支出 施設関係支出
設備関係支出 設備関係支出
資産運用支出 資産運用支出
その他の支出 その他の支出
翌年度繰越支払資金 翌年度繰越支払資金

資金支出調整勘定 資金支出調整勘定

支出の部合計 支出の部合計

◆平成27年度支出の部 構成比率 ◆平成27年度収入の部 構成比率

人件費支出 学生生徒等納付金収入
教育研究経費支出 手数料収入
管理経費支出 寄付金収入
借入金等利息支出 補助金収入
借入金等返済支出 資産売却収入
施設関係支出 受取利息・配当金収入※
設備関係支出 雑収入
資産運用支出 借入金等収入
その他の支出 前受金収入
翌年度繰越支払資金 その他の収入

前年度繰越支払資金

※平成26年度【資産運用収入】分は平成27年度、【受取利息・配当金収入】(受取利息・配当金収入と奨学基金運用収入分)
・【雑収入】(施設設備利用料収入分)に変更となっている。(平成25年4月22日付文部科学省通知【学校法人会計基準の一部改正について】

に基づく)

科  目

支出の部

科  目

収入の部

14,269,673,521

65,873,040

4,911,483,343
5,988,498,183

54,618,933

決算

決算

1,887,778,320
29,881,994
7,360,000

635,436,710
658,562,192

88,373,717
500,000,000
893,691,510

9.2% 13.2%

△ 1,397,265,488

13,862,061,746

支出の部

科  目 決算

1,437,988,625
459,268,161
203,533,582

1,333,200
44,440,000

1,536,176,566
63,237,560

1,025,714,174

13,862,061,746

4.1% 0.2%
1.2% 0.1%

0.01% 4.5%
0.3%

0.5%7.2%
4.6%

1.3% 0.6%

38.1%
42.0%

38.5% 3.5%
0.4% 6.3%

34.4%

収入の部

科  目 決算

1,980,180,840
31,584,324
6,166,480

208,459,280
102,141,411
113,906,752
152,550,190

1,000,000,000
890,543,490

5,424,731,521
5,023,778,798

△ 1,071,981,340

4,119,330,307
58,222,102

5,988,498,183

△ 49,966,540

14,269,673,521

182,067,379
5,491,033,395

△ 47,600,103

5,443,131,741

1,316,504,639
586,317,426
172,646,017

799,920
44,440,000

人件費支出

教育研究

経費支出 管理経費

支出 借入金等

利息支出

借入金等返

済支出

施設関

係支出

設備関係

支出
資産運用

支出

その他の

支出

翌年度繰越

支払資金

学生生徒等

納付金収入

手数料収入

寄付金

収入

補助金収入

資産売却収

入

受取利息・配

当金収入※

雑収入※

資産運用

支出

その他の

支出
その他の収

入

前年度繰越

支払資金

資金収入調

整勘定



2.平成27年度 事業活動収支計算書

当該年度の1.教育活動、2.教育活動以外の経常的な活動、3.1、2以外の活動に対応する事業活動収入と事業活動
支出の内容を明らかにするとともに、当該年度の基本金組入額を除き、収支の均衡状態を明らかにします。
企業会計の損益計算書に相当します。

◆平成26年度消費収支計算書（要約） ◆平成27年度事業活動収支計算書（要約）

（単位：円）

収入の部 （単位：円） 区分/科目 決算額
科  目 金額

学生生徒等納付金 1,980,180,840  学生生徒等納付金 1,887,778,320
手数料 31,584,324  手数料 29,881,994
寄付金 7,920,564  寄付金 5,360,000
補助金 208,459,280  経常費等補助金 177,216,710
資産運用収入 102,141,411  付随事業収入 0

資産売却差額 159,194,000  雑収入 88,373,717

雑収入 152,550,190 教育活動収入計① 2,188,610,741

帰属収入合計 2,642,030,609  人件費 1,324,599,896

基本金組入額 △ 247,907,140  教育研究経費 873,715,375

消費収入の部合計 2,394,123,469  管理経費 198,001,494

 徴収不能額等 0

支出の部 教育活動支出計② 2,396,316,765

科  目 金額 △ 207,706,024
人件費 1,428,532,718
教育研究経費 734,447,772  受取利息・配当金 65,873,040

管理経費 225,415,542  その他の教育活動外収入 0

借入金等利息 1,333,200 教育活動外収入計④ 65,873,040

資産処分差額 1,996,702  借入金等利息 799,920

徴収不能額 455,000  その他の教育活動外支出 0

消費支出の部合計 2,392,180,934 教育活動外支出計⑤ 799,920

当年度消費収支差額 1,942,535 65,073,120
翌年度繰越消費収支差額 1,769,728,751 △ 142,632,904

 資産売却差額 4,038,482
 その他の特別収入 463,057,084

特別収入計⑧ 467,095,566

 資産処分差額 175,931,376
 その他の特別支出 0

特別支出計⑨ 175,931,376

291,164,190
〔予備費〕⑪ 0

148,531,286

△ 240,683,117
△ 92,151,831
1,769,728,751
1,677,576,920

（参考）
2,721,579,347
2,573,048,061

◆経常活動支出構成比率 ◆経常活動収入構成比率

科目 比率 科目 比率
人件費 55.3% 学生生徒等納付金 83.7%
教育研究経費 36.4% 手数料 1.3%
管理経費 8.3% 寄付金 0.2%
借入金等利息 0.03% 経常費等補助金 7.9%

雑収入 3.9%
受取利息・配当金 2.9%
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