
学 校 法 人　　南 山 学 園

（平成28年3月25日）

平 成 ２８ 年 度

予　　　算　　　書
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（単位　円）

科        　目 本年度予算額

学生生徒等納付金収入 13,263,711,000

    授業料収入 9,104,318,000

    補助金による授業料軽減額 △70,220,000

    入学金収入 1,593,855,000

    補助金による入学金軽減額 △20,259,000

    実験実習料収入 135,193,000

    教育実習料収入 4,330,000

    施設設備資金収入 2,505,520,000

    その他の学生生徒等納付金収入 10,974,000

手数料収入 854,739,000

    入学検定料収入 734,335,000

    試験料収入 712,000

    証明手数料収入 9,125,000

    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 104,937,000

寄付金収入 1,579,624,000

    特別寄付金収入 258,876,000

    一般寄付金収入 1,320,748,000

補助金収入 2,990,124,000

    国庫補助金収入 1,090,643,000

    地方公共団体補助金収入 1,899,481,000

資産売却収入 28,967,000

    有価証券売却収入 28,850,000

    貯蔵品売却収入 117,000

付随事業・収益事業収入 242,639,000

    補助活動収入 241,139,000

    受託事業収入 1,500,000

受取利息・配当金収入 712,032,000

    第３号基本金引当特定資産運用収入 638,580,000

    その他の受取利息・配当金収入 73,452,000

雑収入 490,535,000

    施設設備利用料収入 57,991,000

    私立大学退職金財団交付金収入 323,093,000

    愛知県私学退職基金財団交付金収入 77,400,000

    研究関連収入 17,190,000

    その他の雑収入 14,861,000

資 金 収 支 予 算 書
平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

収入の部
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（単位　円）

科        　目 本年度予算額

借入金等収入 1,719,000,000

    長期借入金収入 719,000,000

    短期借入金収入 1,000,000,000

前受金収入 2,992,734,000

    授業料前受金収入 1,021,191,000

    入学金前受金収入 1,655,952,000

    実験実習料前受金収入 1,697,000

    施設設備資金前受金収入 302,504,000

    その他の前受金収入 11,390,000

その他の収入 6,164,048,000

    第２号基本金引当特定資産取崩収入 2,451,278,000

    南山高等学校・中学校男子部施設設備拡充引当特定資産取崩収入 92,480,000

    南山高等学校・中学校女子部施設設備拡充引当特定資産取崩収入 20,000,000

    前期末未収入金収入 202,411,000

    貸付金回収収入 82,510,000

    預り金受入収入 3,286,441,000

    立替金回収収入 21,186,000

    差入保証金収入 7,539,000

    預け金回収収入 203,000

資金収入調整勘定 △3,223,295,000

    期末未収入金 △406,113,000

    前期末前受金 △2,817,182,000

前年度繰越支払資金 9,353,921,000

収 入 の 部 合 計 37,168,779,000

収入の部
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（単位　円）

支出の部

科        　目 本年度予算額

人件費支出 11,066,858,000

    教員人件費支出 8,182,692,000

    職員人件費支出 2,249,577,000

    役員報酬支出 46,000,000

    退職金支出 588,589,000

教育研究経費支出 3,897,909,000

    消耗品費支出 468,239,000

    光熱水費支出 365,407,000

    旅費交通費支出 217,895,000

    通信運搬費支出 48,956,000

    奨学費支出 402,704,000

    福利厚生費支出 61,607,000

    印刷製本費支出 138,786,000

    広報費支出 500,000

    修繕費支出 359,579,000

    委託料支出 1,321,356,000

    賃借料支出 140,340,000

    諸会費支出 25,451,000

    会合費支出 21,023,000

    謝礼費支出 128,194,000

    損害保険料支出 21,365,000

    公租公課支出 5,017,000

    補助費支出 165,969,000

    その他の教育研究経費支出 5,521,000

管理経費支出 1,347,734,000

    消耗品費支出 52,652,000

    光熱水費支出 57,307,000

    旅費交通費支出 36,245,000

    通信運搬費支出 48,147,000

    福利厚生費支出 37,961,000

    印刷製本費支出 104,328,000

    広報費支出 309,758,000

    修繕費支出 81,752,000

    委託料支出 339,334,000

    賃借料支出 126,120,000

    諸会費支出 9,696,000

    会合費支出 9,773,000

    謝礼費支出 46,575,000

    損害保険料支出 6,812,000

    公租公課支出 35,728,000

    補助費支出 2,406,000

    補助活動仕入支出 11,770,000

    寄付金支出 1,154,000

    その他の管理経費支出 30,216,000
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（単位　円）

支出の部

科        　目 本年度予算額

借入金等利息支出 72,375,000

    借入金利息支出 72,375,000

借入金等返済支出 1,602,027,000

    借入金返済支出 1,602,027,000

施設関係支出 6,338,394,000

    建物支出 6,063,603,000

    構築物支出 274,791,000

設備関係支出 559,450,000

    教育研究用機器備品支出 361,770,000

    管理用機器備品支出 14,050,000

    図書支出 115,420,000

    ソフトウェア支出 68,210,000

資産運用支出 151,035,000

    有価証券購入支出 1,035,000

    第２号基本金引当特定資産繰入支出 120,000,000

    南山大学将来構想募金引当特定資産繰入支出 20,000,000

    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 3,861,105,000

    貸付金支払支出 37,774,000

    前期末未払金支払支出 338,613,000

    預り金支払支出 3,383,623,000

    前払金支払支出 84,841,000

    立替金支払支出 16,151,000

    預け金支払支出 103,000

[予備費] 129,866,000

資金支出調整勘定 △366,626,000

    期末未払金 △274,616,000

    前期末前払金 △92,010,000

翌年度繰越支払資金 8,508,652,000

支 出 の 部 合 計 37,168,779,000
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（単位　円）

科　　　　　目 本年度予算額

学生生徒等納付金 13,263,711,000 

    授業料 9,104,318,000 

    補助金による授業料軽減額 △ 70,220,000 

    入学金 1,593,855,000 

    補助金による入学金軽減額 △ 20,259,000 

    実験実習料 135,193,000 

    教育実習料 4,330,000 

    施設設備資金 2,505,520,000 

    その他の学生生徒等納付金 10,974,000 

手数料 854,739,000 

    入学検定料 734,335,000 

    試験料 712,000 

    証明手数料 9,125,000 

    センター試験実施手数料 5,630,000 

    その他の手数料 104,937,000 

寄付金 1,511,824,000 

    特別寄付金 188,876,000 

    一般寄付金 1,320,748,000 

    現物寄付 2,200,000 

経常費等補助金 2,832,797,000 

    国庫補助金 1,009,025,000 

    地方公共団体補助金 1,823,772,000 

付随事業収入 242,639,000 

    補助活動収入 241,139,000 

    受託事業収入 1,500,000 

雑収入 490,548,000 

    施設設備利用料 57,991,000 

    私立大学退職金財団交付金 323,093,000 

    愛知県私学退職基金財団交付金 77,400,000 

    研究関連収入 17,190,000 

    その他の雑収入 14,874,000 

教育活動収入計 19,196,258,000 

事 業 活 動 収 支 予 算 書
平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部
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（単位　円）

科　　　　　目 本年度予算額

人件費 10,984,093,000 

    教員人件費 8,182,692,000 

    職員人件費 2,249,577,000 

    役員報酬 46,000,000 

    退職金 11,500,000 

    退職給与引当金繰入額 494,324,000 

教育研究経費 5,563,555,000 

    消耗品費 470,750,000 

    光熱水費 365,407,000 

    旅費交通費 217,895,000 

    通信運搬費 48,976,000 

    奨学費 402,704,000 

    福利厚生費 61,607,000 

    印刷製本費 138,786,000 

    広報費 500,000 

    修繕費 361,535,000 

    委託料 1,328,433,000 

    賃借料 140,340,000 

    諸会費 25,451,000 

    会合費 21,023,000 

    謝礼費 128,194,000 

    損害保険料 21,365,000 

    公租公課 5,017,000 

    補助費 165,969,000 

    その他の教育研究経費 5,521,000 

    減価償却額 1,654,082,000 

管理経費 1,556,631,000 

    消耗品費 52,652,000 

    光熱水費 57,307,000 

    旅費交通費 36,245,000 

    通信運搬費 48,187,000 

    福利厚生費 37,961,000 

    印刷製本費 104,328,000 

    広報費 309,758,000 

    修繕費 81,752,000 

    委託料 339,334,000 

    賃借料 126,120,000 

    諸会費 9,696,000 

    会合費 9,773,000 

    謝礼費 46,575,000 

    損害保険料 6,812,000 

    公租公課 35,728,000 

    補助費 2,406,000 

    補助活動収入原価 11,770,000 

    寄付金 1,154,000 

    その他の管理経費 30,216,000 

    減価償却額 208,857,000 

徴収不能額等 0 

教育活動支出計 18,104,279,000 

1,091,979,000 

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部

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 712,032,000 

    第３号基本金引当特定資産運用収入 638,580,000 

    その他の受取利息・配当金 73,452,000 

その他の教育活動外収入 0 

教育活動外収入計 712,032,000 

科　　　　　目 本年度予算額

借入金等利息 72,375,000 

    借入金利息 72,375,000 

その他の教育活動外支出 0 

教育活動外支出計 72,375,000 

639,657,000 

1,731,636,000 

科　　　　　目 本年度予算額

資産売却差額 30,000 

    貯蔵品売却差額 30,000 

その他の特別収入 6,237,707,000 

    施設設備寄付金 70,000,000 

    現物寄付 6,010,380,000 

    施設設備補助金 157,327,000 

特別収入計 6,237,737,000 

科　　　　　目 本年度予算額

資産処分差額 163,478,000 

    建物処分差額 42,199,000 

    構築物処分差額 8,576,000 

    教育研究用機器備品処分差額 8,282,000 

    管理用機器備品処分差額 509,000 

    図書処分差額 103,912,000 

その他の特別支出 0 

特別支出計 163,478,000 

6,074,259,000 

129,866,000 

7,676,029,000 

△ 8,181,854,000 

△ 505,825,000 

△ 33,310,169,000 

481,400,000 

△ 33,334,594,000 

　　

26,146,027,000 

18,469,998,000 

基本金取崩額

翌年度繰越収支差額

(参考）

事業活動収入計

事業活動支出計

特別収支差額

[予備費]

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

事
業
活
動

支
出
の
部

教育活動外収支差額

経常収支差額

特
別
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部
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