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４．２０１４年度　予算書　北星学園大学･短期大学部

４－①　資金収支予算書　(2014年4月1日から2015年3月31日まで）

（単位：千円） （単位：千円）

予 算 額 備　　　　　考 予 算 額 備　　　　　考

4,168,506 1,240,000

授業料収入 3,357,363 大学：1年次770千円、2年次890千円、3年次890千円、4年次 　 長期借入金収入 1,240,000

　　　　890千円、研究料、科目等履修料等 774,725 次年度以降の納付金等（入学手続一時金等）

短大部：1年次700千円、2年次720千円 授業料前受金収入 426,965 

入学金収入 265,400 学部（短大部含む）@210千円×1,117名等 入学金前受金収入 265,080 

実験実習料収入 19,302 福祉臨床実習費、現場実習費、教職課程履修費等 学生生徒諸料前受金収入 78,680 

学生生徒諸料収入 526,441 教育充実費／大学：1年次140千円、2年次以降130千円 その他の前受金収入 4,000 

短大部：1年次130千円、2年次140千円 418,767 

手数料収入 100,910 退職給与引当特定資産からの繰入収入 10,000 

入学検定料収入 93,575 学部（短大部含む）@30千円×2,800名、ｾﾝﾀｰ試験受験料 大学開学50周年事業引当特定資産からの繰入収入 255,000 

@12千円×700名等 差入保証金からの繰入収入 0 

試験料収入 35 追試験料 前期末未収入金収入 143,767 前会計年度末における未収入金の、当該会計年度における

証明手数料収入 2,450 在学、卒業証明書等 収入

大学入試ｾﾝﾀｰ試験実施手数料収入 4,775 ｾﾝﾀｰ試験実施手数料 貸付金回収収入 10,000 貸与奨学金返還金

その他の手数料収入 75 派遣留学生選考手数料 資金収入調整勘定 △955,679 

29,600 期末未収入金 △180,954 今年度の収入となるもののうち、未収入金となるもの

特別寄付金収入 22,600 後援会、教育振興寄付金 前期末前受金 △774,725 前年度までの前受金のうち、今年度、正規な勘定科目に振替

一般寄付金収入 7,000 えたもの

409,422 前年度繰越支払資金 △1,881,454 

国庫補助金収入 409,054 私大経常費補助金／大学：348,918千円、短大56,072千円等 収入の部合計 4,512,849 

地方公共団体補助金収入 368 札幌市結核予防補助金

18,161 

奨学基金運用収入 2,431 奨学基金からの利息

受取利息・配当金収入 8,000 銀行預金等の利息

施設設備利用料収入 7,730 校舎、チャペル、kirari等の使用料

1,500 

免許状更新講習料収入 1,500 

188,391 

入学要項等頒布収入 0 

印刷複写収入 872 文献複写料等

私大退職金財団交付金収入 164,109 私大退職金財団からの退職資金交付

その他の雑収入 23,410 北星ｵｰﾌﾟﾝﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ受講料22,000千円等
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（単位：千円） （単位：千円）

予 算 額 備　　　　　考 予 算 額 備　　　　　考

人件費支出 3,177,555 福利費支出 4,970 

教員人件費支出 2,013,247 専任教員141名、非常勤講師等 　 諸会費支出 5,444 

職員人件費支出 918,169 専任職員93名、臨時職員等 光熱水費支出 11,432 

退職金支出 246,139 専任教職員等退職者23名 修繕費支出 2,907 

教育研究経費支出 947,681 〔教育研究経費を目的別に区分すると以下のとおりである〕 損害保険料支出 714 

消耗品費支出 61,234 ①学術研究費（168,573千円） ： 研究費、紀要刊行費、 業務委託費支出 31,896 

旅費交通費支出 117,755 逐刊物費等 公租公課支出 2,569 

通信運搬費支出 18,273 ②教務費（54,383千円） ： ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ費、教材・教具費等 賃借料支出 1,880 

印刷製本費支出 56,626 ③実験実習費（35,308千円） ： 福祉実習費、教職実習費、 資産除去費支出 0 

雑誌資料費支出 88,529 　体育実習費、現地演習費、ｾﾞﾐ活動補助費等 雑費等支出 47 

会議・渉外費支出 9,003 ④学生厚生費（109,675千円） ： 学生指導厚生費、課外活動 借入金等利息支出 3,979 

支払報酬・手数料支出 57,322 　援助費、保健管理費、就職指導開拓費、供与奨学金等 借入金等返済支出 115,370 

奨学費支出 64,059 ⑤図書館費（5,027千円） ： 図書館運用費、資料整理費、 施設関係支出 1,706,454 建物支出・構築物支出等

福利費支出 10 　利用ｻｰﾋﾞｽ費 設備関係支出 338,406 

諸会費支出 6,305 ⑥宗教活動費（10,025千円） ： ｽﾐｽﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ活動費、 教育研究用機器備品支出 250,296 教育用機器備品

課外活動援助費支出 17,254 　ﾁｬﾌﾟﾚﾝ研究活動費 その他の機器備品支出 1,420 管理用機器備品

光熱水費支出 109,467 ⑦公開講座費（49,268千円） ： 一般・大学公開講座、 図書支出 82,700 教育・研究用図書

修繕費支出 27,681 　ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ事業費、連携事業費等 教育研究用ソフトウェア支出 3,990 

損害保険料支出 7,265 ⑧教育事務管理費（148,661千円） ： 旅費、負担金、入試 その他のソフトウェア支出 0 

業務委託費支出 273,408 　事務費、国際交流費等 ソフトウェア仮勘定支出 0 

広告費支出 3,619 ⑨教育施設管理費（366,761千円） ： 電気代、暖房費（重油 資産運用支出 0 減価償却引当特定資産支出等

賃借料支出 26,444 　及び灯油代）、ごみ廃棄料、グラウンド管理費、校舎及び校 その他の支出 275,728 

資産除去費支出 0 　庭の清掃・修繕等 貸付金支払支出 0 

公租公課支出 3 前期末未払金支払支出 265,628 前年度の経費として計上したもののうち、支払が今年度にな

雑費支出 3,424 ったもの

管理経費支出 285,258 〔管理経費を目的別に区分すると以下のとおりである〕 前払金支払支出 10,100 次年度以降の経費となるもので、今年度支払が発生するもの

消耗品費支出 3,453 ①学生募集費（128,339千円） 〔予備費〕 24,660 人件費、物件費等の予備費

旅費交通費支出 18,820 ②事務管理費（128,655千円） 法人費繰出金 109,790 学校法人に係る運営費の負担金

通信運搬費支出 10,372 ③施設管理費（ 28,264千円） 資金支出調整勘定 △320,262 

印刷製本費支出 68,960 期末未払金 △310,149 今年度の支払となるもののうち、未払金となるもの

雑誌資料費支出 1,183 前期末前払金 △10,113 前年度までの前払金のうち、今年度、正規な勘定科目に振替

会議・渉外費支出 12,611 えたもの

支払報酬・手数料支出 5,916 次年度繰越支払資金 △2,151,770 

広告費支出 102,084 支出の部合計 4,512,849 
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