
平成28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27年度資金収支計算書（要約） ◆平成28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
資産売却収入 資産売却収入
受取利息・配当金収入 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

資金収入調整勘定 資金収入調整勘定

前年度繰越支払資金 前年度繰越支払資金

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
資金支出調整勘定 資金支出調整勘定

翌年度繰越支払資金 翌年度繰越支払資金

支出の部合計 支出の部合計

◆平成28年度支出の部 構成比率 ◆平成28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
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平成28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27年度事業活動収支計算書（要約） ◆平成28年度事業活動収支計算書（要約）
（単位：円） （単位：円）

区分/科目 決算額 区分/科目 決算額

 学生生徒等納付金 1,887,778,320  学生生徒等納付金 1,896,729,660
 手数料 29,881,994  手数料 37,787,086
 寄付金 5,360,000  寄付金 7,548,025
 経常費等補助金 177,216,710  経常費等補助金 217,773,864
 付随事業収入 0  付随事業収入 0

 雑収入 88,373,717  雑収入 92,896,706

教育活動収入計① 2,188,610,741 教育活動収入計① 2,252,735,341

 人件費 1,324,599,896  人件費 1,326,793,820

 教育研究経費 873,715,375  教育研究経費 779,308,046

 管理経費 198,001,494  管理経費 193,607,573

 徴収不能額等 0  徴収不能額等 0

教育活動支出計② 2,396,316,765 教育活動支出計② 2,299,709,439

△ 207,706,024 △ 46,974,098
 第3号基本金引当特定資産運用収入 11,125,654

 受取利息・配当金 65,873,040  受取利息・配当金 35,046,014
 その他の教育活動外収入 0  その他の教育活動外収入 0

教育活動外収入計④ 65,873,040 教育活動外収入計④ 46,171,668

 借入金等利息 799,920  借入金等利息 266,640
 その他の教育活動外支出 0  その他の教育活動外支出 0

教育活動外支出計⑤ 799,920 教育活動外支出計⑤ 266,640

65,073,120 45,905,028

△ 142,632,904 △ 1,069,070

 資産売却差額 4,038,482  資産売却差額 67,720,000

 その他の特別収入 463,057,084  その他の特別収入 97,556,000

特別収入計⑧ 467,095,566 特別収入計⑧ 165,276,000

 資産処分差額 175,931,376  資産処分差額 258,064,026

 その他の特別支出 0  その他の特別支出 0

特別支出計⑨ 175,931,376 特別支出計⑨ 258,064,026

291,164,190 △ 92,788,026
〔予備費〕⑪ 0 〔予備費〕⑪ 0

148,531,286 △ 93,857,096

△ 240,683,117 △ 190,004,894
△ 92,151,831 △ 283,861,990
1,769,728,751 1,677,576,920
1,677,576,920 28,000,000

（参考） 1,421,714,930
2,721,579,347 （参考）
2,573,048,061 2,464,183,009

2,558,040,105
◆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 57.7% 学生生徒等納付金 82.5%
教育研究経費 33.9% 手数料 1.6%
管理経費 8.4% 寄付金 0.3%
借入金等利息 0.01% 経常費等補助金 9.5%
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