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2017年度立命館大学学友会収支報告書

【2017年度収支まとめ】

2017年度学友会費収入 ¥186,413,000 執行額 ¥154,347,098
過年度繰越金 ¥88,703,934 繰越金 ¥3,664,921

次年度繰越金 ¥117,104,915
合計 ¥275,116,934 合計 ¥275,116,934

【2017年度収入内訳】
2017年度学友会費入会金 ¥3,000−/1⼈×7,926⼈ ¥23,778,000
2017年度学友会費年会費 ¥5,000−/1⼈×32,527⼈ ¥162,635,000
合計 ¥186,413,000

【2017年度支出内訳】
区分 パート 2017年度予算 2017年度執行 執行率

基幹パート
中央常任委員会 ¥2,500,000 ¥152,152 6.1%
中央事務局 ¥21,122,000 ¥13,222,940 62.6%
全学自治会 ¥178,000 ¥37,340 21.0%
自治会パート
法学部自治会 ¥73,000 ¥25,253 34.6%
産業社会学部自治会 ¥907,000 ¥316,509 34.9%
文学部自治会 ¥154,000 ¥147,006 95.5%
国際関係学部自治会 ¥54,000 ¥1,338 2.5%
映像学部自治会 ¥768,000 ¥568,677 74.0%
経済学部自治会 ¥21,000 ¥1,044 5.0%
理工学部自治会 ¥47,000 ¥0 0.0%
情報理工学部自治会 ¥54,000 ¥8,087 15.0%
生命科学部自治会 ¥89,000 ¥28,089 31.6%
薬学部自治会 ¥93,000 ¥32,492 34.9%
スポーツ健康科学部自治会 ¥1,061,000 ¥633,841 59.7%
経営学部自治会 ¥45,000 ¥45,000 100.0%
政策科学部自治会 ¥143,000 ¥0 0.0%
総合心理学部自治会 ¥151,000 ¥117,874 78.1%
課外パート
学芸総部本部 ¥330,000 ¥204,839 62.1%
学術本部 ¥700,000 ¥314,615 44.9%
体育会本部 ¥11,200,000 ¥9,544,578 85.2%
事業系パート
放送局 ¥4,720,000 ¥3,799,800 80.5%
新聞社 ¥2,016,000 ¥1,610,212 79.9%
応援団 ¥16,650,000 ¥16,650,000 100.0%
課外団体
学芸団体 ¥9,138,000 ¥8,805,435 96.4%
学術団体 ¥5,524,000 ¥4,839,919 87.6%
体育会団体 ¥40,270,000 ¥39,967,954 99.2%
小計 ¥118,008,000 ¥101,074,994 85.7%
新歓運動 ¥11,600,000 ¥8,920,896 76.9%
学園祭運動 ¥50,400,000 ¥44,351,208 88.0%
中央予備金 ¥2,992,000 ¥0 0.0%
小計 ¥64,992,000 ¥53,272,104 82.0%

¥183,000,000 ¥154,347,098 84.3%

【過年度繰越金】
過年度繰越金 2017年度執行額

¥88,703,934 ¥3,664,921
¥88,703,934 ¥3,664,921

＜補足＞
2018年度4月27日に繰越金出金した¥1,031,149を含みます。
執行率は小数第二位を四捨五入しています。
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【2017年度課外団体支出内訳】

区分 団体名 2017年度予算 2017年度執行 執行率
学芸団体
囲碁研究部 ¥75,000 ¥23,000 30.7%
映画部 ¥200,000 ¥199,606 99.8%
競技ダンス部 ¥300,000 ¥300,000 100.0%
クラシックギタークラブ ¥240,000 ¥239,988 100.0%
軽音楽部 ¥400,000 ¥390,000 97.5%
新演劇研究会劇団月光斜 ¥500,000 ¥427,316 85.5%
交響楽団 ¥940,000 ¥940,000 100.0%
茶道研究部 ¥530,000 ¥529,856 100.0%
写真部 ¥540,000 ¥499,974 92.6%
JAZZ CLUB ¥300,000 ¥300,000 100.0%
将棋研究会 ¥450,000 ¥450,000 100.0%
書道部 ¥600,000 ¥600,000 100.0%
陶芸部 ¥320,000 ¥304,699 95.2%
能楽部 ¥550,000 ¥523,926 95.3%
美術研究部 ¥250,000 ¥250,000 100.0%
邦楽部 ¥423,000 ¥423,000 100.0%
マンドリンクラブ ¥450,000 ¥450,000 100.0%
メディックス ¥550,000 ¥550,000 100.0%
メンネルコール ¥700,000 ¥700,000 100.0%
モダンジャズバレエ部 ¥550,000 ¥539,970 98.2%
落語研究会 ¥150,000 ¥44,100 29.4%
立命PENクラブ ¥120,000 ¥120,000 100.0%

学芸総部本部管轄団体合計 ¥9,138,000 ¥8,805,435 96.4%

英語研究会(ESS) ¥700,000 ¥475,095 67.9%
英語読書研究会(ERS) ¥0 ¥0 0.0%
音響工学研究会 ¥300,000 ¥300,000 100.0%
会計学研究会 ¥150,000 ¥150,000 100.0%
学生法律相談部 ¥253,000 ¥252,494 99.8%
経済科学研究会 ¥120,000 ¥120,000 100.0%
経済学研究会 ¥136,000 ¥136,000 100.0%
考古学研究会 ¥150,000 ¥142,440 95.0%
広告研究会 ¥143,000 ¥143,000 100.0%
古美術研究会 ¥420,000 ¥420,000 100.0%
社会科学研究会 ¥133,000 ¥133,000 100.0%
写真研究会 ¥400,000 ¥192,066 48.0%
証券研究会 ¥30,000 ¥30,000 100.0%
数学研究会（FES） ¥50,000 ¥50,000 100.0%
政治研究会 ¥84,000 ¥70,000 83.3%
セツルメント ¥10,000 ¥10,000 100.0%
探検部 ¥529,000 ¥527,989 99.8%
中国研究会 ¥9,000 ¥0 0.0%
朝鮮文化研究会 ¥0 ¥0 0.0%
地理学研究会 ¥237,000 ¥237,000 100.0%
鉄道研究会 ¥340,000 ¥162,830 47.9%
天文研究会 ¥40,000 ¥40,000 100.0%
東洋史研究会 ¥30,000 ¥30,000 100.0%
日本史研究会 ¥10,000 ¥0 0.0%
物理科学研究会 ¥150,000 ¥150,000 100.0%
弁論部 ¥10,000 ¥0 0.0%
法友会 ¥600,000 ¥600,000 100.0%
⺠科経済研究会 ¥150,000 ¥148,463 99.0%
⺠科法律学生部会 ¥0 ¥0 0.0%
メディア芸術研究会 ¥20,000 ¥0 0.0%
ライフサイエンス研究会 ¥100,000 ¥99,542 99.5%
立命館コンピュータクラブ(RCC) ¥220,000 ¥220,000 100.0%

学術本部管轄団体合計 ¥5,524,000 ¥4,839,919 87.6%

学術団体

一般予算
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区分 団体名 2017年度予算 2017年度執行 執行率
体育会団体
アーチェリー部 ¥1,033,495 ¥1,033,495 100.0%
合氣道部 ¥182,000 ¥182,000 100.0%
アイスホッケー部 ¥2,208,000 ¥2,208,000 100.0%
アメリカンフットボール部 ¥1,200,000 ¥1,176,816 98.1%
カヌー部 ¥1,227,500 ¥1,227,384 100.0%
空手道部（新生） ¥300,000 ¥300,000 100.0%
弓道部 ¥884,495 ¥884,595 100.0%
剣道部 ¥580,000 ¥580,000 100.0%
航空部 ¥768,000 ¥768,000 100.0%
硬式庭球部 ¥403,200 ¥357,684 88.7%
硬式野球部 ¥739,200 ¥739,200 100.0%
古武道部 ¥51,000 ¥51,000 100.0%
ゴルフ部 ¥336,700 ¥336,700 100.0%
男子サッカー部 ¥1,600,000 ¥1,600,000 100.0%
女子サッカー部 ¥303,495 ¥303,495 100.0%
山岳部 ¥360,000 ¥360,000 100.0%
自転車競技部 ¥435,800 ¥435,800 100.0%
自動車部 ¥1,233,495 ¥1,233,495 100.0%
射撃部 ¥2,268,600 ¥2,268,600 100.0%
柔道部 ¥471,600 ¥471,600 100.0%
重量挙部 ¥540,000 ¥539,204 99.9%
準硬式野球部 ¥972,000 ¥972,000 100.0%
少林寺拳法部 ¥208,200 ¥208,200 100.0%
水泳部競泳部門 ¥740,000 ¥610,393 82.5%
水泳部水球部門 ¥260,000 ¥260,000 100.0%
スキー部 ¥1,380,000 ¥1,380,000 100.0%
スケート部スピード部門 ¥570,000 ¥570,000 100.0%
スケート部フィギュア部門 ¥364,000 ¥364,000 100.0%
相撲部 ¥0 ¥0 0.0%
ソフトテニス部 ¥491,400 ¥491,400 100.0%
男子ソフトボール部 ¥933,495 ¥856,573 91.8%
女子ソフトボール部 ¥883,495 ¥883,495 100.0%
体操部 ¥1,040,000 ¥1,040,000 100.0%
卓球部 ¥607,000 ¥607,000 100.0%
トライアスロン部 ¥290,000 ¥290,000 100.0%
軟式野球部 ¥294,000 ¥294,000 100.0%
日本拳法部 ¥0 ¥0 0.0%
馬術部 ¥125,000 ¥125,000 100.0%
男子バスケットボール部 ¥1,283,040 ¥1,283,040 100.0%
女子バスケットボール部 ¥1,240,000 ¥1,236,624 99.7%
バドミントン部 ¥645,200 ¥645,200 100.0%
バレーボール部 ¥544,500 ¥544,500 100.0%
男子ハンドボール部 ¥347,490 ¥324,990 93.5%
女子ハンドボール部 ¥432,000 ¥432,000 100.0%
フェンシング部 ¥445,500 ¥445,500 100.0%
ボクシング部 ¥67,500 ¥67,500 100.0%
ボート部 ¥900,000 ¥900,000 100.0%
ヨット部 ¥2,300,000 ¥2,300,000 100.0%
ラグビー部 ¥950,400 ¥950,400 100.0%
男子ラクロス部 ¥840,000 ¥839,892 100.0%
女子ラクロス部 ¥432,000 ¥431,979 100.0%
男子陸上競技部 ¥693,000 ¥693,000 100.0%
女子陸上競技部 ¥675,000 ¥675,000 100.0%
男子陸上ホッケー部 ¥1,180,000 ¥1,180,000 100.0%
女子陸上ホッケー部 ¥763,500 ¥763,500 100.0%
レスリング部 ¥245,700 ¥245,700 100.0%

体育会本部管轄団体合計 ¥40,270,000 ¥39,967,954 99.2%

〈補足〉
2018年度4月27日に繰越金出金した¥1,031,149を含みます。
執行率は小数第二位を四捨五入しています。
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