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４．２０１５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　(2015年4月1日から2016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

4,287,799 786,045 次年度以降の納付金等（入学手続一時金等）

授業料収入 3,458,066 大学：1年次770千円、2年次890千円、3年次890千円、4年次890千円、 　 授業料前受金収入 433,510 

　　　　研究料・科目等履修料等 入学金前受金収入 268,765 

短大部：1年次700千円、2年次720千円 学生生徒諸料前受金収入 79,770 

入学金収入 269,040 学部（短大部含む）@210千円×1,113名等 その他の前受金収入 4,000 

実験実習料収入 18,000 福祉臨床実習費、現場実習費、教職課程履修費等 176,974 

学生生徒諸料収入 542,693 教育充実費／大学：1年次140千円、2年次以降130千円 退職給与引当特定資産取崩収入 1,000 

短大部：1年次130千円、2年次140千円 前期末未収入金収入 168,974 前会計年度末における未収入金の、当該会計年度

手数料収入 93,291 における収入

入学検定料収入 86,305 学部（短大部含む）一般@30千円×1,670名、一般併願@15千円×350名 貸付金回収収入 7,000 貸与奨学金返還金

ｾﾝﾀｰ試験@12千円×1,070名、推薦@30千円×400名等 資金収入調整勘定 △876,340 

試験料収入 28 追試験料 期末未収入金 △90,295 今年度の収入となるもののうち、未収入金となるもの

証明手数料収入 2,100 在学、卒業証明書等 前期末前受金 △786,045 前年度までの前受金のうち、今年度、正規な勘定

大学入試ｾﾝﾀｰ試験実施手数料収入 4,801 ｾﾝﾀｰ試験実施手数料 科目に振替えたもの

その他の手数料収入 57 派遣留学生選考手数料 前年度繰越支払資金 △2,468,952 

59,200 収入の部合計 2,583,488 

特別寄付金収入 51,180 後援会、教育振興寄付金

一般寄付金収入 8,020 

394,905 

国庫補助金収入 394,522 私大経常費補助金／大学：335,478千円、短大56,484千円等

地方公共団体補助金収入 383 札幌市結核予防補助金

1,000 

免許状更新講習料収入 1,000 

10,031 

第3号基本金引当特定資産運用収入 2,031 奨学基金からの利息

その他の受取利息・配当金収入 8,000 銀行預金等の利息

119,535 

施設設備利用料収入 7,605 校舎、チャペル、kirari等の使用料

印刷複写収入 906 文献複写料等

私大退職金財団交付金収入 76,795 私大退職金財団からの退職資金交付

その他の雑収入 34,229 北星ｵｰﾌﾟﾝﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ受講料32,800千円等

過年度修正収入 0 

受取利息・配当金収入

雑収入

寄付金収入
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補助金収入

付随事業・収益事業収入
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前受金収入

その他の収入

学生生徒等納付金収入



（単位：千円） （単位：千円）

予 算 額 備　　　　　考 予 算 額 備　　　　　考

人件費支出 2,952,255 福利費支出 5,170 

教員人件費支出 2,014,016 専任教員143名、非常勤講師等 　 諸会費支出 6,773 

職員人件費支出 831,951 専任職員96名、臨時職員等 光熱水費支出 14,729 

退職金支出 106,288 専任教職員等退職者18名 修繕費支出 2,295 

教育研究経費支出 1,008,482 〔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 779 

消耗品費支出 54,434 　①学術研究費（176,796千円） ： 研究費、紀要刊行費、 公租公課支出 3,822 

旅費交通費支出 120,277 　逐刊物費等 賃借料支出 298 

通信運搬費支出 18,259 　②教務費（53,508千円） ： ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ費、教材・教具費等 資産除去費支出 0 

印刷製本費支出 56,300 　③実験実習費（34,839千円） ： 心理応用実習費、福祉実習費、 雑費支出 47 

雑誌資料費支出 97,891 　　教職実習費、体育実習費、特別講義費、ｾﾞﾐ活動補助費等 デリバティブ解約損支出 0 

会議・渉外費支出 12,274 　④学生厚生費（107,175千円） ： 学生指導厚生費、課外活動 過年度修正支出 0 

委託報酬手数料 350,556 　　援助費、保健管理費、就職指導開拓費、供与奨学金等 借入金等利息支出 2,468 

奨学費支出 63,303 　⑤図書館費（3,955千円） ： 図書館運用費、資料整理費、 借入金等返済支出 115,370 

福利費支出 10 　　利用ｻｰﾋﾞｽ費 施設関係支出 435,703 建物支出・構築物支出等

諸会費支出 12,315 　⑥宗教活動費（11,165千円） ： ｽﾐｽﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ活動費、 設備関係支出 180,175 

課外活動援助費支出 14,754 　　ﾁｬﾌﾟﾚﾝ研究活動費 教育研究用機器備品支出 100,145 

光熱水費支出 140,082 　⑦公開講座費（49,016千円） ： 一般・大学公開講座、 管理用機器備品支出 1,000 

修繕費支出 24,429 　　ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ事業費、連携事業費等 図書支出 72,660 教育・研究用図書

損害保険料支出 8,581 　⑧教育事務管理費（155,653千円） ： 旅費、負担金、入試 ソフトウェア支出 6,370 

広告費支出 5,365 　　事務費、国際交流費等 資産運用支出 356,000 減価償却引当特定資産支出等

賃借料支出 28,734 　⑨教育施設管理費（416,375千円） ： 電気代、暖房費（重油 その他の支出 307,376 

資産除去費支出 0 　　及び灯油代）、ごみ廃棄料、グラウンド管理費、校舎及び校庭 貸付金支払支出 0 

公租公課支出 3 　　の清掃・修繕等 前期末未払金支払支出 303,376 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 915 ったもの

管理経費支出 320,864 〔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 4,000 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 3,239 　①学生募集費（132,416千円） 〔予備費〕 26,000 人件費、物件費等の予備費

旅費交通費支出 18,795 　②事務管理費（157,736千円） 法人費繰出金 106,856 学校法人に係る運営費の負担金

通信運搬費支出 10,580 　③施設管理費（ 30,712千円） 資金支出調整勘定 △169,924 

印刷製本費支出 68,194 期末未払金 △165,924 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 1,136 前期末前払金 △4,000 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 17,405 えたもの

委託報酬手数料 58,480 翌年度繰越支払資金 △3,058,137 

広告費支出 109,122 支出の部合計 2,583,488 

支　出　の　部 支　出　の　部
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