
〈収入の部〉

予算額
Ａ

予算内訳
収入額
Ｂ

収入内訳
差額

（Ａ－Ｂ）

16,389,000 学  部　 2021年度入学生（1年生）　　@54,000×300名＝16,200,000円                                                                                              15,997,500 学  部　　　2021年度入学生（1年生）　　 @54,000×289名＝15,606,000円                                                                                              391,500

大学院　2021年度入学生（前期課程）@27,000×　4名＝    108,000円 大学院　　2021年度入学生（前期課程）　@27,000×   1名＝　   27,000円

大学院　2021年度入学生（後期課程）@40,500×　2名＝     81,000円 中途加入者2021年度入学生（1年生）    @54,000×    1名＝    54,000円

 　　    　          　　　 　　　　　　                   計       16,389,000円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計    　15,687,000円

（年度割りして翌年度以降分を積立） （年度割りして翌年度以降分を積立）

入会辞退分　2021年度生　　　　@54,000×1名＝ 54,000円

入学辞退分　2021年度学部生　@54,000×4名＝216,000円

入学辞退分　2021年度院生　 　@40,500×1名＝ 40,500円

12,244,000 学　部（積立金から）   12,244,500 学　部（積立金から）   △ 500

　2020年度入学生（2年生）　@54,000×1/4×291名＝3,928,500円 　2020年度入学生（2年生）    　@54,000×1/4×291名＝3,928,500円

　2019年度入学生（3年生）　@54,000×1/4×309名＝4,171,500円 　2019年度入学生（3年生）    　@54,000×1/4×309名＝4,171,500円

　2018年度入学生（4年生）　@54,000×1/4×301名＝4,063,500円 　2018年度入学生（4年生）    　@54,000×1/4×301名＝4,063,500円

中途加入者（積立金から） 中途加入者（積立金から）

　2018年度入学生（4年生）  @54,000×1/4×　1名＝   13,500円 　2018年度入学生（4年生）      @54,000×1/4×　1名＝    13,500円

　2020年度入学生（2年生）  @54,000×1/4×　1名＝   13,500円 　2020年度入学生（2年生）      @54,000×1/4×　1名＝    13,500円

大学院（積立金から） 大学院（積立金から）

　2020年度入学生（前期課程）　@27,000×1/2×2名＝　27,000円 　2020年度入学生（前期課程）    　@27,000×1/2×2名＝　27,000円

　2019年度入学生（後期課程）　@40,500×1/3×2名＝　27,000円 　2019年度入学生（後期課程）　    @40,500×1/3×2名＝　27,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　計　　907名 　12,244,500円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　計　　907名 　12,244,500円

70,000 預金利息等 174,541 受取利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　415 円 △ 104,541

学生向上委員会解散による後援会費返還　　　　　　　　　　　41,605円

剣道サークル解散による後援会費返還                        132,521円

4 108,000 特別会員会費　　　＠3,600×30人＝108,000円 39,600 特別会員会費　　　　　　　　　　    　　　　　＠ 3,600×11人＝39,600円 68,400

100,000 会員以外の購入者　＠10,000×10人＝100,000円 50,880 卒業生　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　 ＠10,220×4 人＝40,880円 49,120

教員　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　＠10,000×1 人＝10,000 円

6 13,731,000 前年度繰越金　13,731,089 13,731,089 前年度繰越金　13,731,089 △ 89

42,642,000 42,238,110 403,890

〈支出の部〉

予算額
Ａ

予算内訳
支出額
Ｂ

支出内訳
予算残高
（Ａ－Ｂ）

2,300,000 学友会活動費補助                      550,000円 0 2,300,000

サークル紹介開催費補助　　 　      100,000円

学生生活向上委員会活動費補助　   50,000円

大学祭開催費補助　　　　　       　1,600,000円

5,435,000 サークル補助費　　　　　　　　3,510,000円 3,896,663 サークル補助費（29団体）　　      　　　　　　　　　　　　　2,468,000円 1,538,337

（内訳）クラブ：@120,000×26＝3,120,000円
　　　　同好会： @40,000×6　＝　240,000円
　　　　愛好会Ｂ：@30,000×5＝　 150,000円

（内訳）
　クラブ：22団体　2,238,000円
　 120,000円×15、100,000円×2、93,000円×1、60,000円×1、
　　40,000円×1、30,000円×1、15,000円×1

課外活動奨励費　　　　　　　　1,125,000円
　 大会参加費等助成　　        925,000円
　 地域貢献活動助成　　        200,000円

　同好会：4団体　150,000円
　　40,000円×3、30,000円×1

　愛好会B：3団体　80,000円
　　20,000円×1、30,000円×2

課外活動交通費助成　　        800,000円 課外活動奨励費（大会参加費助成）　　 　　　　　　　　　　 　677,111円

課外活動交通費助成　　 　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　 751,552円

2,625,000 交通災害共済　　　　@300×1,200名＝360,000円 2,533,060 交通災害共済　　　　　　　　　　　　　 　　　@300×1,187名＝356,100円 91,940

学生食堂利用助成　　　　　　　　　　　1,265,000円 学生食堂利用助成　　　　　　　　                         　　　1,176,960円

　　　　　　後援会定食補助　       @  200×150食×35日間＝1,050,000円
　　　　　　後援会ランチ補助       @  250×  20食×35日間＝  175,000円
かけそば・かけうどん回数券補助 @1,000×40セット         ＝    40,000円

　　　後援会定食補助    　          　 @200×3,511食＝702,200円
                                      　　   　 @260×1,601食＝416,260円
　　　各種回数券補助　　　　　　　    @500×117ｾｯﾄ＝ 58,500 円

学生食堂運営費補助　　　　　　　　　1,000,000円 学生食堂運営費補助　　　　　　　                         　　1,000,000円 1,000,000

4 700,000 合同企業等説明会参加用貸切バス　@350,000×2台＝700,000円 0 700,000

1,500,000 式典オンライン配信環境構築費　　　1,100,000円 1,100,000 式典オンライン配信環境構築費　　　　　　　  　　　　        1,100,000円 400,000

　　　　　　　入学式・学位授与式　　　@550,000×　2回＝1,100,000円 　　　入学式                 　　　　　　  550,000円

卒業祝賀会　　　　　　　　　　　　　　　　400,000円 　　　学位授与式                 　　　  550,000円

　　　卒業生参加費補助　　　　　　　　@　3,000×100名＝  300,000円

　　  学友会への開催費補助　　　　　　　                      100,000円

488,000 成績優秀者への副賞（図書カード）　　　260,000円 318,000 成績優秀者への副賞(図書カード）                              288,000　円 170,000

　　　　　学長特別賞・学長賞　　@2,000×60名＝120,000円 　　　　　学長特別賞・学長賞　　 　@2,000× 87名＝174,000 円

　　　　　成績優秀賞　　　　　　@1,000×140名＝140,000円 　　　　　成績優秀賞　　　　　　　    @1,000×114名＝114,000 円

成績優秀者・学術文化・スポーツ学生表彰者懇談会開催費

　　　　　　　　　　　　　　　　@1,650×60名×2回＝198,000円

図書館ポップコンテスト受賞者への副賞（図書カード）　　30,000円 図書館ポップコンテスト受賞者への副賞（図書カード）     　 30,000 円

　　　最優秀賞　@10,000×1名＝10,000円 　　　　　最優秀賞　　　　　　　　　　@10,000×　1名＝10,000円

　　　優秀賞　　 @5,000×2名＝10,000円 　　　　　優秀賞　　　　　　　　　　 　 @5,000×　2名＝10,000円

　　　佳作 　　　@2,000×5名＝10,000円 　　　　　佳作 　　　　　　　　　　　　  @2,000×　5名＝10,000円

3,650,000 2020年度卒業アルバム　　3,250,000円 3,502,829 2020年度卒業アルバム 147,171

　　　印刷費 　@9,500×320冊＝3,040,000円 　　　　　　　　印刷費     　　　 　　　　  @ 9,185×320 冊＝2,939,200 円

　　　封筒代  　 @200×300冊＝   60,000円 　　　　　　　　封筒代　　  　　　　  　　　@   220×300 枚＝   66,000  円

　　　送　料  　 @500×300冊＝  150,000円 　　　　　　　　送料　　                  　     271件                 133,749 円

2021年度卒業アルバム撮影料・撮影データ料　　400,000円 2021年度卒業アルバム撮影料・撮影データ料　　            363,880 円

8 660,000 同窓会入会金補助　　　　@2,000×330名＝660,000円 624,000 同窓会入会金補助　　　                 　@2,000×312 名＝ 624,000 円 36,000

456,000 後援会だより製作費　　　　　　　　456,000円 448,800 7,200

　　　　8月発行号　@120×1,700部＝204,000円 後援会だより第33号印刷費　　　　　　　@132×　1,700部＝224.400円

　　　　2月発行号　@120×2,100部＝252,000円 後援会だより第34号印刷費　　　　　　　@132×  1,700部＝224,400円

1,950,000 印刷費、消耗品費、郵送費、振込手数料等　　 150,000円 1,952,539 印刷費、消耗品費、郵送費、振込手数料等　　　　  　　　　  103,672円 △ 2,539

臨時職員賃金等（1名）　　　　　　　　　　1,800,000円 臨時職員賃金等（2020年度分）　　　　　　　　　　　　　 　 　1,848,867円

12,258,000 ※2021年度会費収入のうち翌年度以降分を積立 11,758,500 2021年度会費収入のうち翌年度以降分を積立 499,500

学　部 学　部

　2021年度入学生（1年生）　@54,000×3/4×300名＝12,150,000円 　2021年度入学生（1年生）　@54,000×3/4×289名＝11,704,500円

大学院 大学院

　2021年度入学生（前期課程）　@27,000×1/2×4名＝54,000円 　2020年度入学生（前期課程）　@27,000×1/2×1名＝   13,500円

　2021年度入学生（後期課程）　@40,500×2/3×2名＝54,000円 中途加入者2021年度入学生　　@54,000×3/4×1名＝   40,500円

324,000 27,000円（2年分）×12人＝324,000円　　※人数は過去3年の最大値 526,500 退学者後援会費返還　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216,000円 △ 202,500

　　　（40,500円×2名、27,000円×4名、13,500円×2名）

入会辞退に伴う返金（2021年度入学者1名）　　　　　　　　4年分54,000円

入学辞退に伴う返金（2021年度学部4名　　院後期1名）

　　　4年分54,000円×4名=216,000円　　 3年分40,500円×1名=40,500円

13 792,000 卒業記念品　@2,400×330個＝792,000円 699,424 卒業記念品（大学ロゴ入り名刺入れ）                   320個 　699,424円 92,576

360,000 TOEIC受験経費助成　　　　@3,000×20名＝60,000円 122,000 TOEIC受験経費助成　　　　　　　　　　　  　 @3,000×    8名＝24,000 円 238,000

海外渡航経費助成　　　　@10,000×30名＝300,000円 リモート留学経費助成　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　  　98,000円

　　　　　　　　　　　スターリング大学@20,000円×4名＝80,000円

　　　　　　　　　　　ワイカト大学　　　 @6,000円×3名＝18,000円

15 9,144,000 0 9,144,000

42,642,000 27,482,315 15,159,685

〈残額（次年度繰越金）〉 収入額合計　　42,238,110円　－　支出額合計　　27,482,315円　＝　残額（次年度繰越金）　　14,755,795円

2021年度青森公立大学後援会収支決算
（単位：円）

項           目

1 会　　　費

2 繰　入　金

3 雑　収　入

特別会員会費

5 卒業アルバム申込金

前年度繰越金

合　　　計

（単位：円）

項           目

1 大学祭等補助費

2 クラブ活動補助費

3 学生厚生等補助費

就職対策費

5 式典関係補助費

退学者等返還金

6 成績優秀賞関係補助費

7 卒業アルバム製作費

同窓会補助費

9 会報発行費

卒業記念事業費

14 国際化推進助成事業費

予　備　費

合　　　計

10 事　務　費

11 積　立　金

12




