
（平成２７年３月２７日）

平 成 ２７ 年 度

予　　　算　　　書

学 校 法 人　　南 山 学 園



（単位　円）

収入の部

科        　目 本年度予算額

学生生徒等納付金収入 12,688,242,000

    授業料収入 8,736,693,000

    補助金による授業料軽減額 △63,749,000

    入学金収入 1,541,490,000

    補助金による入学金軽減額 △18,398,000

    実験実習料収入 138,723,000

    教育実習料収入 4,782,000

    施設設備資金収入 2,346,951,000

    その他の学生生徒等納付金収入 1,750,000

手数料収入 799,639,000

    入学検定料収入 682,980,000

    試験料収入 720,000

    証明手数料収入 8,858,000

    センター試験実施手数料収入 5,630,000

    その他の手数料収入 101,451,000

寄付金収入 538,770,000

    特別寄付金収入 501,700,000

    一般寄付金収入 37,070,000

補助金収入 2,871,930,000

    国庫補助金収入 1,058,089,000

    地方公共団体補助金収入 1,813,841,000

資産売却収入 123,457,000

    有価証券売却収入 123,340,000

    貯蔵品売却収入 117,000

付随事業・収益事業収入 236,052,000

    補助活動収入 234,552,000

    受託事業収入 1,500,000

受取利息・配当金収入 576,661,000

    第３号基本金引当特定資産運用収入 512,216,000

    その他の受取利息・配当金収入 64,445,000

雑収入 194,877,000

    施設設備利用料収入 45,121,000

    私立大学退職金財団交付金収入 119,180,000

    愛知県退職基金財団交付金収入 281,000

    研究関連収入 17,190,000

    その他の雑収入 13,105,000

借入金等収入 2,300,000,000

    長期借入金収入 2,300,000,000

前受金収入 2,757,658,000

    授業料前受金収入 953,147,000

    入学金前受金収入 1,518,500,000

    実験実習料前受金収入 1,872,000

    施設設備資金前受金収入 269,733,000

    その他の前受金収入 14,406,000

資　金　収　支　予　算　書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで
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（単位　円）

その他の収入 6,576,054,000

    第２号基本金引当特定資産取崩収入 2,823,440,000

    前期末未収入金収入 554,229,000

    貸付金回収収入 82,702,000

    預り金受入収入 3,089,294,000

    立替金回収収入 26,186,000

    預け金収入 203,000

資金収入調整勘定 △2,911,726,000

    期末未収入金 △162,586,000

    前期末前受金 △2,749,140,000

前年度繰越支払資金 3,641,478,000

収 入 の 部 合 計 30,393,092,000
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（単位　円）

支出の部

科        　目 本年度予算額

人件費支出 10,150,908,000

    教員人件費支出 7,783,847,000

    職員人件費支出 2,135,556,000

    役員報酬支出 44,500,000

    退職金支出 187,005,000

教育研究経費支出 3,327,496,000

    消耗品費支出 410,916,000

    光熱水費支出 379,143,000

    旅費交通費支出 222,937,000

    通信運搬費支出 48,900,000

    奨学費支出 462,869,000

    福利厚生費支出 55,674,000

    印刷製本費支出 136,787,000

    広報費支出 1,444,000

    修繕費支出 179,803,000

    委託料支出 965,468,000

    賃借料支出 109,631,000

    諸会費支出 22,656,000

    会合費支出 22,167,000

    謝礼費支出 122,615,000

    損害保険料支出 22,809,000

    公租公課支出 2,210,000

    補助費支出 156,673,000

    その他の教育研究経費支出 4,794,000

管理経費支出 1,218,632,000

    消耗品費支出 56,159,000

    光熱水費支出 61,155,000

    旅費交通費支出 32,416,000

    通信運搬費支出 41,591,000

    福利厚生費支出 35,008,000

    印刷製本費支出 101,806,000

    広報費支出 270,115,000

    修繕費支出 62,539,000

    委託料支出 348,293,000

    賃借料支出 95,826,000

    諸会費支出 8,781,000

    会合費支出 9,498,000

    謝礼費支出 34,865,000

    損害保険料支出 6,292,000

    公租公課支出 33,425,000

    補助費支出 2,511,000

    補助活動仕入支出 11,300,000

    寄付金支出 1,218,000

    その他の管理経費支出 5,834,000
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（単位　円）

借入金等利息支出 79,706,000

    借入金利息支出 79,706,000

借入金等返済支出 845,873,000

    借入金返済支出 845,873,000

施設関係支出 4,911,022,000

    建物支出 2,538,678,000

    構築物支出 148,904,000

    建設仮勘定支出 2,223,440,000

設備関係支出 543,882,000

    教育研究用機器備品支出 233,247,000

    管理用機器備品支出 1,485,000

    図書支出 118,994,000

    ソフトウェア支出 86,800,000

    ソフトウェア仮勘定支出 103,356,000

資産運用支出 968,340,000

    有価証券購入支出 123,340,000

    第２号基本金引当特定資産繰入支出 820,000,000

    南山高等学校・中学校男子部施設設備拡充引当特定資産繰入支出 15,000,000

    南山高等学校・中学校女子部施設設備拡充引当特定資産繰入支出 10,000,000

その他の支出 3,618,206,000

    貸付金支払支出 58,083,000

    前期末未払金支払支出 274,565,000

    預り金支払支出 3,192,380,000

    貯蔵品購入支出 20,000

    前払金支払支出 71,804,000

    立替金支出 21,151,000

    預け金支出 203,000

[予　備　費] 113,972,000

資金支出調整勘定 △327,207,000

    期末未払金 △246,190,000

    前期末前払金 △81,017,000

翌年度繰越支払資金 4,942,262,000

支 出 の 部 合 計 30,393,092,000
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（単位　円）

科　　　　　目 本年度予算額

学生生徒等納付金 12,688,242,000 

    授業料 8,736,693,000 

    補助金による授業料軽減額 △ 63,749,000 

    入学金 1,541,490,000 

    補助金による入学金軽減額 △ 18,398,000 

    実験実習料 138,723,000 

    教育実習料 4,782,000 

    施設設備資金 2,346,951,000 

    その他の学生生徒等納付金 1,750,000 

手数料 799,639,000 

    入学検定料 682,980,000 

    試験料 720,000 

    証明手数料 8,858,000 

    センター試験実施手数料 5,630,000 

    その他手数料 101,451,000 

寄付金 229,284,000 

    特別寄付金 189,115,000 

    一般寄付金 37,070,000 

    現物寄付 3,099,000 

経常費等補助金 2,540,903,000 

    国庫補助金 1,015,062,000 

    地方公共団体補助金 1,525,841,000 

付随事業収入 236,052,000 

    補助活動収入 234,552,000 

    受託事業収入 1,500,000 

雑収入 194,890,000 

    施設設備利用料 45,121,000 

    私立大学退職金財団交付金 119,180,000 

    愛知県退職基金財団交付金 281,000 

    研究関連収入 17,190,000 

    その他の雑収入 13,118,000 

教育活動収入計 16,689,010,000 

事　業　活　動　収　支　予　算　書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで
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（単位　円）

科　　　　　目 本年度予算額

人件費 10,178,688,000 

    教員人件費 7,783,847,000 

    職員人件費 2,135,556,000 

    役員報酬 44,500,000 

    退職金 8,000,000 

    退職給与引当金繰入額 206,785,000 

教育研究経費 4,806,333,000 

    消耗品費 412,616,000 

    光熱水費 379,143,000 

    旅費交通費 222,937,000 

    通信運搬費 48,920,000 

    奨学費 462,869,000 

    福利厚生費 55,674,000 

    印刷製本費 136,787,000 

    広報費 1,444,000 

    修繕費 179,803,000 

    委託料 965,468,000 

    賃借料 109,631,000 

    諸会費 22,656,000 

    会合費 22,167,000 

    謝礼費 122,615,000 

    損害保険料 22,809,000 

    公租公課 2,210,000 

    補助費 156,673,000 

    その他の教育研究経費 4,794,000 

    減価償却額 1,477,117,000 

管理経費 1,436,903,000 

    消耗品費 56,159,000 

    光熱水費 61,155,000 

    旅費交通費 32,416,000 

    通信運搬費 41,631,000 

    福利厚生費 35,008,000 

    印刷製本費 101,806,000 

    広報費 270,115,000 

    修繕費 62,539,000 

    委託料 348,293,000 

    賃借料 95,826,000 

    諸会費 8,781,000 

    会合費 9,498,000 

    謝礼費 34,865,000 

    損害保険料 6,292,000 

    公租公課 33,425,000 

    補助費 2,511,000 

    補助活動収入原価 11,300,000 

    寄付金 1,218,000 

    その他の管理経費 5,834,000 

    減価償却額 218,231,000 

徴収不能額等 0 

教育活動支出計 16,421,924,000 

267,086,000 教育活動収支差額
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（単位　円）

科　　　　　目 本年度予算額

受取利息・配当金 576,661,000 

    第３号基本金引当特定資産運用収入 512,216,000 

    その他の受取利息・配当金 64,445,000 

その他の教育活動外収入 0 

教育活動外収入計 576,661,000 

科　　　　　目 本年度予算額

借入金等利息 79,706,000 

    借入金利息 79,706,000 

その他の教育活動外支出 0 

教育活動外支出計 79,706,000 

496,955,000 

764,041,000 

科　　　　　目 本年度予算額

資産売却差額 3,000 

    貯蔵品売却差額 3,000 

その他の特別収入 660,912,000 

    施設設備寄付金 312,585,000 

    現物寄付 17,300,000 

    施設設備補助金 331,027,000 

特別収入計 660,915,000 

科　　　　　目 本年度予算額

資産処分差額 29,168,000 

    建物処分差額 11,050,000 

    教育研究用機器備品処分差額 3,514,000 

    管理用機器備品処分差額 310,000 

    図書処分差額 14,294,000 

その他の特別支出 0 

特別支出計 29,168,000 

631,747,000 

113,972,000 

1,281,816,000 

△ 1,458,054,000 

△ 176,238,000 

△ 35,000,571,000 

0 

△ 35,176,809,000 

(参考）

17,926,586,000 

16,530,798,000 
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   経常収支差額
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[予　備　費]

基本金組入前当年度収支差額

事
業
活
動
収
入
の
部

特別収支差額

基本金組入額合計

当年度収支差額

基本金取崩額

翌年度繰越収支差額

事業活動収入計

事業活動支出計
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