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当年度消費支出超過額

消費支出の部　合計

授業料、入学金、実験実習料、施設設備資金、校費、
その他の納付金収入（学会費、学生保険等を含む）で、
収入合計（帰属収入）の76.6%です。

一般入試、推薦入試、センター試験入試などの受験料と
編入試験等の試験料および証明手数料等です。

教員の研究助成、学生の課外活動・教育活動等に対する
寄付金です。

国や県、市からの大学、中高、小学校、幼稚園、保育園
の人件費、教育研究活動等の経費に対して交付される
補助金です。この他、私立学校施設整備費補助金、
大学等研究設備整備費等補助金などの補助金も計上
されます。収入合計（帰属収入）の12.9％です。

有価証券、特定資産、預貯金からの利息、配当金、分配
金等で、当分の間続くと予想される超低金利水準のもと
での努力目標値を計上しています。
安全性と利回りを重視した多様で効率のよい運用に努め
ています。収入合計（帰属収入）の3.0%です。

退職基金財団交付金、入学案内収入等、上記の科目の
いずれにも該当しない収入がここに入ります。

固定資産（土地、建物、備品、図書など）の取得額と、
将来の固定資産取得資金の組入額や奨学金事業のための
基本金組入額の合計です。

専任教職員や非常勤講師、契約・臨時職員、役員の給与、
退職給与引当金繰入額です。
収入合計（帰属収入）の58.3％です。

学生・教員の教育研究に要する諸経費です。消耗品費、
光熱水費、旅費交通費、奨学費、委託費、賃借料などが
あります。通常の教育研究経費に加え、国際交流費、補
講講座費などさまざまな計画を予定しています。
収入合計（帰属収入）の37.3%です。

総務や人事、経理など法人業務の経費と
教職員の福利厚生費、広告費、学生募集費などです。
収入合計（帰属収入）の7.0%です。

消費収入から消費支出を差し引いたものであり、収支
均衡の状態を示します。２０１4年度は、支出超過の
予算となりました。

資　金　支　出　の　部

2014年度予算の概要

支出の部　合計

有価証券売却収入で、年間の売却額の合計です。

退職基金財団交付金、入学案内収入等、上記の科目の
いずれにも該当しない収入がここに入ります。

翌年度入学予定の学生生徒等から受け入れる授業料や
入学金などの額です。

特定の目的のために積み立てた預金等を解約した収入や
貸付金・預り金・立替金等を受け入れたり、回収した
ときの収入です。

当年度の収入として計上しましたが、資金は翌年度以降に
受け入れるものや、前年度に前受金としてすでに計上して
いたものを差し引くことにより、当該年度の資金の収入額
を明らかにしています。

大学
　・金沢八景キャンパス　ＥＦ館　内部改修工事
　　　　　　　　　　　　5号館（建築・環境棟）新築工事
　　　　　　　　　　　　経済学館　空調設備更新工事
　　　　　　　　　　　　
中高　　　　　高等学校本館　空調設備更新工事

六浦中高　　　３号館　空調設備・内部改修工事

小学校　　　　新管理棟　建設工事

六浦小学校　　２号館　空調設備更新工事
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主な施設関係支出

教育研究用の機器備品、その他の機器備品、図書などを
取得するための支出です。

有価証券の購入及び現在保有している有価証券や預金を
退職給与引当積立金、奨学基金引当積立金、減価償却引当
積立金、第２号基本金引当積立金、第３号基本金引当積立
金の特定資産として繰り入れるための支出です。

大学学生寮の寮費、公開講座、資格取得講座の受講料、
企業等からの受託研究費などです。

　201４年度消費収支予算は、帰属収入（負債とならない収入）189億8,844万

円、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入170億1,520万円、消費支出

196億5,489万円となり、その結果、消費収支差額 26億3,969万円の支出超過

予算となりました。

　消費収入の部では、学生生徒納金等が減少していますが、補助金、事業収入等の

増加により、帰属収入は、前年度より1億5,926万円の増加となっています。

　基本金組入の対象となる主な施設設備整備事業は、大学金沢八景キャンパスの5

号館（建築・環境棟）新築工事、EF館内部改修工事、経済学間空調設備更新工事、

高等学校本館空調設備更新工事、六浦中学校・高等学校３号館空調設備・内部改修

予算編成について

本年度予算額 前年度予算額

本年度予算額 前年度予算額

本年度予算額 前年度予算額

当年度の支出として計上しましたが、翌年度に支払うもの
や、前年度に前払金としてすでに計上していたものを差し
引くことにより、当該年度の資金の支出額を明らかにして
います。

（単位　円）

前年度における未払金の他、貸付金、前払金、立替金など
の支出です。

学校法人　関東学院　財務部経理課　　〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1　TEL 045-786-7030
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工事、小学校新管理棟建設工事、六浦小学校２号館空調設備更新工事で、学生、

生徒、児童、園児の満足度向上のため教育環境の整備を図ります。

　消費支出の部では、大学の学部改組に伴う広告費、学生募集費等の計上及び消費

税率引き上げの影響により、消費支出合計では前年度より2億999万円の増加とな

っています。

　今後も、新たな発想を取り入れ競争力を高めることで、教育、研究、運営等

の具体的で戦略的な改革改善を推進し、学院の持続と発展を図ります。
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