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教育研究、学生福利厚生の基盤
～自然豊かな環境、実学に適した教育研究環境～

■ 土地（1,885,299㎡ ※東京ドーム４０個分） ■農地（畑）、白樺並木などの特色ある環境
■ 総合研究棟 ■ 産業動物臨床棟 ■ 原虫病研究センター
■ 学生寄宿舎 ■ 附属図書館 ■ 畜産フィールド科学センター（馬・牛を含む） など
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畜産フィールド科学
センター管理棟改修

自走式ハーベスタ取得
（収穫等を行う農業機械）

スマート農業モデル
「大規模実証実験」
「農畜産×ＩＣＴ※」

※ 情報通信技術

【社会のみなさまのご支援】
「人と馬の絆プロジェクト」
クラウドファンディング

目標達成

社会との
つながり

老朽化対応
・機能強化

【酒蔵：碧雲蔵】
土地賃貸収入

実学教育の実践・
資産活用

保有資産額

１２3.4億円

道内国立大学No.1

※ 建物・構築物の残存率（更新状況を
モニタリングする指標）を分析

【残存率】＝(取得額－減価償却等累計)/取得額

【全国TOP10入り】
(2019年度時点）

※

確かなビジョンによる

教育研究施設

リノベーション

2020年度 財務情報アウトライン



構内環境整備
キャンパスマスタープラン実施

３０年先を見据
えた環境整備

学生・来学者
・教職員の安全

動画配信設備取得
wifiアクセスポイント整備

遠隔授業の実現
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応

費用計上額

収益計上額

43.6億円

45.4億円

□ 大学院生 就職率 １００％（就職者／就職希望者）

□ 多数の企業との連携 → 大型の共同研究・寄附受入
□ 社会の課題解決に貢献する多様な知見
（新型コロナウイルス、家畜伝染病、食肉評価、

森林環境、ストレス抑制、高齢期の筋力増など）
□ 学生、教員、研究員の活動が学会賞などを受賞

経営努力による

利益余剰金

1．8億円

【教育研究活動の結果】
教育経費 ６．７億円（35.5%）

研究経費 ４．３億円（22.8%）

教育研究支援 ３．３億円（17.6%）
※ （）書きは、人件費を除く費用構成率
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基礎データ 【2021年５月現在】
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学生数

１,３57人
・ 畜産学部
・ 畜産学研究科
・ 別科

1,164人
173人
20人

（女性比率：58.8％）

国際交流

66人

■ 外国人留学生

（27か国）

卒業・修了者

１7,３63人

教職員数

225人

（女性比率：2３.５％）

蔵書数

227,853冊

敷地面積

1,885,299㎡

■ 国際交流協定

■ 全体

■ 全体

■ 蔵書数（視聴覚資料等含む）

■ 校地面積

・ 役 員 ３人
・ 教 員 133人
・ 職 員 89人

25件
（17か国）

・ 畜産学部
・ 畜産学研究科
・ 別科

13,714人
2,383人
1,266人

■ 全体

２ 基礎データ

※蔵書数については2021年３月３１日時点



北海道

31%

（76人）

東北

6%

（16人）
関東

23%

（58人）

北陸・甲信越

4%

（11人）

東海

11%

（26人）

近畿

13%

（31人）

中国

5%

（13人）

四国

4%

（11人）

九州・沖縄

3%

（8人）

北海道

47%

（85人）

東北

4%

（8人）

関東

28%

（50人）

北陸・甲信越

6%

（11人）

東海

3%

（6人）

近畿

6%

（10人）

中国

3%

（5人）

四国

1%

（1人）

九州・沖縄

2%

（4人）

学生の入学および就職状況（学部生）
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約7割の学生が北海道外から入学

入学者数

250名

入学者割合（地域別）※2021度入学者

都道府県別入学者数※2021年度入学者

就職者割合（地域別）※2020度卒業者

卒業者数

180名

約5割の学生が北海道で就職

入学者数250人



運営組織図
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２ 基礎データ



機構図
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共同獣医学課程

畜産科学課程
学 部

大学院

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱｸﾞﾛﾒﾃﾞｨｼﾝ研究センター

別科（酪農専修）

大学情報分析室

原虫病研究センター

畜産フィールド科学センター

動物医療センター

動物・食品検査診断センター

総務課

経理課

施設課

学生支援課

入試・教務課

研究支援課

学術情報室

監査室

連携融合事業推進室

獣医学教育国際認証推進室

国際共同研究推進施設

共同利用 ・共同研究施設

学内共同教育研究施設

事 務 局

獣医学研究部門

人間科学研究部門

研究域

技能教育組織

畜産学研究科

事務組織

学

長

経

営

協

議

会

教

育

研

究

評

議

会

機
能
強
化
推
進
本
部

附属図書館

保健管理センター

大学教育センター

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾘｿｰｽ･ｾﾝﾀｰ

農学情報基盤センター

教育研究支援組織

監

事

畜産学部

役

員

会

戦略企画課

環境農学研究部門

生命・食料科学研究部門

基金・広報戦略室

国際・地域連携課

情報管理課

畜産科学専攻

獣医学専攻

博 士 課 程
（前期・後期）

博 士 課 程

産学連携センター



基本目標
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以下の３つの機能を有する我が国唯一の国立農学系単科大学

1. 欧米水準の教育課程の構築

2. 世界トップレベル大学等との国際共同研究・教育交流

3. 国際安全衛生基準適応の実習環境による人材育成

4. 企業等社会のニーズに即した共同研究・人材育成

重
点
事
項

獣医学分野と農畜産学分野
融合の教育研究体制

国際通用力を持つ
教育課程

食の安全確保のための
教育システム

グローバル社会の要請に即した農学系人材を育成

本学の基本目標は、「日本の食料基地」として食料の生産から消費まで一貫

した環境が揃う北海道十勝地域において、生命、食料、環境をテーマに「農学」

「畜産科学」「獣医学」に関する教育研究を推進し、知の創造と実践によって実

学の学風を発展させ、「食を支え、くらしを守る人材の育成を通じて地域及び

国際社会に貢献する」ことです。

第3期中期目標期間では、獣医学分野と農畜産学分野を融合した教育研究

体制、国際通用力を持つ教育課程及び食の安全確保のための教育システムを

保有する我が国唯一の国立農学系単科大学として、グローバル社会の要請に

即した農学系人材を育成することを目指し、以下の取り組みを重点的に推進

します。

第３期中期目標期間に目指す大学像

３ 基本目標・実施計画



主要な実施計画（機能強化事業）
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地域に貢献する取組、強み・特色のある分野で、世界・全国的な教育研究を推進する取組を計画

戦略１

教育研究

国際水準の教育体制の整備、企業との連携による人材育成、世界トップク

ラス大学との国際共同研究等を推進

食と動物の
国際教育
研究拠点
（H27年度～）

大学院
畜産学研究科

の再編
（H30年度～）

0

国際水準
獣医学教育
システムの
構築・普及
（H30年度～）

農業×AI・IoT教育で
次世代農業をリードする

農学情報基盤
センター
（R2年度～）

国内唯一の農学系情報教育研究に特化した農学情報基盤センター
農業×AI人材育成を通じた農学分野でのSociety5.0を実現

ロボットトラクタに対応した
ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾌﾟﾗｳ自動反転装置の開発
（2018年農業技術10大ニュース）

農業×AI人材育成のモデル地域
日本の食料基地：十勝との連携

十勝地域：

■全国平均の20倍の耕地面積
（41.6ha/経営体）

■圧倒的な食料自給率
（カロリーベース1,266％）

■農業就業人口の減少
（18,234人（H22）⇒16,375人（H27））

国際連携強化
による獣医農
畜産融合研究

の推進
（H27年度～）

グローバル
社会の要請に
即した農学系

人材育成
（H27年度～）

戦略２

社会貢献 農業関連企業・団体、
地域住民等に対する
社会人教育、地方公
共団体等と連携した
地域創生事業を充実

地域社会人に
食の安全教育

の実施
（H28年度～）

人と野生生物
の共存を図る
農業共生圏

人材育成事業
（H29年度～）

農学系
社会人教育の

機能強化
リカレント教育
推進部門の設置
（H31年度～）

戦略３

国際貢献 国際機関、国際協力
機関等と連携した教
育研究事業による海
外展開、海外拠点整
備を推進

南米農学拠点
形成による

グローバル人材育
成・国際貢献
（H28年度～）



「国立大学法人北海道国立大学機構」設置による経営改革の推進
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本学、小樽商科大学、北見工業大学の三国立大学法人は、2022年4月の経営統合に向けて、

2021年６月に「経営統合による新たな国立大学法人の経営方針等について（最終まとめ）」を

とりまとめ、本学のホームページにて公表しました。また、７月には三大学共同記者会見を実施

し、本学の奥田学長は「三大学の教育・研究のシナジー効果を生み出し、北海道経済・産業の発

展に貢献するという大きな目標を一致団結して進めたい」、小樽商科大学の穴沢学長は「三大

学の融合によって、一層開かれた地域貢献が可能となる。学生に対して、北海道全体がキャン

パスとなることを改めて伝えたい」、

▲穴沢眞小樽商科大学学長、奥田潔学長、
鈴木聡一郎北見工業大学長（左から）

コロナ禍における帯広畜産大学の取り組み

新型コロナウイルス感染症による厳しい情勢が続く中、本学は、学生の教育や生活支援を第

一に取り組んで参りました。

学生の教育につきましては、学生寄宿舎や講義室のWi-Fi環境を強化したほか、オンライン授

業及びオンデマンド配信システムを導入し、学生が安心して確実に受講できる体制を整えまし

た。昨年度後期からは対面授業とオンライン授業を併用するハイブリッド授業を行うなど、質を

落とすことなく教育を行うことができる体制を構築しています。

北見工業大学の鈴木学長は「三大学の強みと特色

を生かした教育・研究により先進的な手法を創出

することで、北海道の課題解決に取り組み、その

成果を、日本全国、世界へ情報発信したい」と、

2022年４月の新法人設立に向けてそれぞれ意

気込みを語りました。

また、昨年より、生活が困窮する学生に対し、多

くの個人・団体・企業様から食料等のご支援をい

ただいています。コロナ禍において、地域・社会と

の繋がりを実感することが困難となっている中、

このような温かいご支援は、学生にとっても大変

心強く支えとなっています。

４ 事業の実施状況



クラウドファンディング事業の進捗
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本学では、2018年度から、READYFOR株式会社と提携したクラウドファンディング事業

を行っています。本学第４弾となる「ポニーと子どもがふれあい、笑顔があふれる場所を作り

たい！」では、馬介在活動室が、「ホースセラピー活動」を進めるうえで必要となるポニー達の

安全な繋ぎ場を改修するための支援を呼びかけました。馬介在活動室では、障がいを持つ方

や学校に行きにくい子どもたちに対してポニーとのふれあいや乗馬体験を継続しています。

ポニーと最初に交流する場である「繋ぎ場」が老朽化して子どもたちにとって安全な場所とは

老朽化していた樹木の転換及び老朽化した道路等の改善を図るため、2017年に改訂しま

したキャンマスタープランに基づき、キャンパスプロムナードを整備しました。

植栽から５０年以上経過し、台風などにより倒木の被害をたびたび起こしていた樹木を更

新、凍害による損傷が著しかった道路や段差の改善、歩行者と車の流れの分離等により安全

あ

キャンパスプロムナードの整備

いえなくなっていましたが、本学の限られた予算

のみでは「繋ぎ場」を改修・設置することは難しい

状況でした。

今回のクラウドファンディング事業で目標金額

300万円を上回るご支援をいただき、現在、「繋

ぎ場」の完成を目指して作業を進めています。

今後も引き続き事業を計画し、研究の活性化

や学生の活動支援を図ります。

性を確保するとともに、緑豊かな、環境と調和し

たキャンパスの形成を目的をしています。

これらと共に、緑を孤立させず連続させるグ

リーンコリドー（緑の回廊）をプロムナードと一体

的に整備することで、帯広の自然を繋ぎ、豊かな

自然環境をはぐくみ、緑の拠点となるようにキャ

ンパスの環境整備を行いました。



本学の有する農畜産業の高度な知見及び研究環境と東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」）の有する

ICTを融合させ、持続可能なスマート農畜産業に関する教育・研究を推進し、社会実装を通じて、農畜産業及び経

済の発展に寄与することを目的として、２０２０年10月29日、NTT東日本と連携協定を締結しました。

研究に関する成果・取り組み
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２０２０年9月25日に、帯広商工会議所と連携・協力に関する協定を締結しました。この協定は、本学における教

育研究活動と帯広商工会議所における商工業の地域振興活動を融合し、地域産業が抱える課題の解決と農業や

あ

NTT東日本と連携協定を締結

帯広商工会議所と連携・協力に関する協定を締結

帯広畜産大学の新たな研究シーズ（２０２１年8月時点：全102シーズ）

帯広畜産大学では大学が所有する研究成果や研究技術を知っていただき、広く経済産業界、自治体の方々など

に活用いただくことを目的として、研究シーズを学内ホームページなどを通じて公開しています。

2020年度においては新任教員の以下の研究シーズのほか、計9件を新規に公開いたしました。

准教授 菅原 雅之

キーワード
清酒、醸造微生物、根粒菌、遺伝子、
微生物ゲノム、生物間相互作用

微生物の研究を通じて食料の安定供給と

環境に優しい社会の構築に貢献したい

所 属／生命・食品科学研究部門

専門分野／応用微生物学、ゲノム微生物学

Email／msugawara@obihiro.ac.jp 助教 藤本 与

キーワード
大規模畑作、スマート農業、
自動化・無人化、農薬散布、モノづくり

かしこく動くパワフルな農業機械で

未来の食を支える

所 属／環境農学研究部門

専門分野／農業機械、農作業システム、ロボティクス

Email／fujimoto.a@obihiro.ac.jp

本協定により、本学の農畜産実証フィールドにICTを導

入することで、草地管理、飼料管理・設計、牛群管理、食品

の加工・販売に至る「Farm to Table」を網羅したデー

タ収集・統合・分析を行い、スマート農畜産業に関する共

同研究、研究基盤の高度化、農畜産分野におけるICT人

材育成を連携して行います。また、本実証フィールドを介

して、研究成果の社会実装に向けた企業間連携の推進に

も取り組んでいきます。

食品等の活性化に取り組み、北海道十勝地域における

産業の持続的発展に寄与することを目的としています。

本連携では、家畜糞尿による環境問題の解決とその

有効活用を目指し、本学他８者が協力して、バイオガス

プラントから副産物として発生する余剰消化液の資源

利用や無害化等の研究開発を実施するため、２０２１年

4月1日に寄附講座「資源循環環境学講座」を設置し、

研究開発をスタートさせました。

４ 事業の実施状況
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貸借対照表（B／S）

（2019年度からの特筆すべき増減について）

① 新型コロナウイルス感染症への対応として、全ての講義室にオンライン授業が可能な環境を構築。さらにオンデ

マンド配信用のシステムも導入し学生の学習環境を整備しました。

また、２０１７年に策定されたキャンパスマスタープランに基づき、国からの補助金と学内財源により、老朽化し

た施設、設備などを更新するとともに「キャンパスプロムナード」、「グリーンコリドー」を整備しました。その結果

として資産が増加しています。

（金額単位：百万円）

損益計算書（P／L）

（金額単位：百万円）

（2019年度からの特筆すべき増減について）

① 退職者数の減に伴う退職手当の減少、新型コロナウイルス感染症の影響による旅費の減少、学内事業の延期・

中止等により、経常費用が減少しました。

② 運営費交付金収益（主に退職手当）の減少、雑益（主に市道拡張に伴う土地売却による収益）の減少等により、

経常収益が減少しました。

③ 経費の節減等により生じた当期総利益は、大学の教育研究の質の向上をはじめ、組織運営の改善のために積

み立てております。

貸借対照表は、決算日（3月31日）における本学の財政状況（資産、負債及び純資産の状況）を表します。

損益計算書は、一事業年度の運営状況を表したものです。

科　　　目 2018年度 2019年度 2020年度 増▲減 科　　　目 2018年度 2019年度 2020年度 増▲減

【資産の部】 【負債の部】

Ⅰ　固定資産 9,789 9,958 10,025 ① 67  固定負債 2,339 2,330 2,357 26

　有形固定資産 9,510 9,700 9,781 81  流動負債 1,292 1,938 1,895 ▲ 43

　無形固定資産 64 46 42 ▲ 3 負 債 合 計 3,631 4,269 4,252 ▲ 16

　投資その他の資産 214 212 202 ▲ 9 【純資産の部】

Ⅱ　流動資産 1,412 2,142 2,310 168  Ⅰ　資本金 4,461 4,432 4,432 0

　現金及び預金 1,308 2,049 2,185 136  Ⅱ　資本剰余金 2,606 2,849 2,919 69

　その他の流動資産 103 92 124 31  Ⅲ　利益剰余金 502 549 732 182

純 資 産 合 計 7,570 7,830 8,083 252

資 産 合 計 11,202 12,100 12,336 235 負 債 ・ 純 資産 合計 11,202 12,100 12,336 235

５ 財務情報

科　　　目 2018年度 2019年度 2020年度 増▲減 科　　　目 2018年度 2019年度 2020年度 増▲減

 経常費用 4,517 4,769 4,355 ① ▲ 414  経常収益 4,577 4,816 4,538 ② ▲ 278

　　業務費 4,247 4,405 4,092 ▲ 313 　運営費交付金収益 2,706 2,983 2,802 ▲ 180

　　　教育経費 733 715 666 ▲ 49 　授業料収益 553 508 494 ▲ 13

　　　研究経費 447 439 428 ▲ 11 　入学料収益 92 90 95 4

　　　教育研究支援経費 274 392 330 ▲ 61 　検定料収益 13 19 16 ▲ 3

　　　受託研究費 105 53 36 ▲ 16 　受託研究収益 117 58 44 ▲ 14

　　　共同研究費 70 86 111 24 　共同研究収益 77 95 124 28

　　　受託事業費 140 79 43 ▲ 36 　受託事業等収益 141 79 42 ▲ 37

　　　人件費 2,474 2,637 2,475 ▲ 161 　寄附金収益 102 106 85 ▲ 20

　　一般管理費 265 361 261 ▲ 99 　施設費収益 0 63 73 10

　　財務費用 4 3 1 ▲ 1 　補助金等収益 113 124 163 39

　資産見返負債戻入 302 272 270 ▲ 1

　財務収益 0 1 2 1

【参考】経常利益 59 46 182 136 　雑益 355 411 321 ▲ 90

　臨時損失 3 3 0 ▲ 3  臨時利益 3 3 0 ▲ 2

　当期総利益 59 46 ③ 182 136  

合 計 4,580 4,819 4,538 ▲ 281 合 計 4,580 4,819 4,538 ▲ 281


元

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		182		136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





業コス



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				Ⅰ　業務費用		2,993		3,318		3,038		▲ 279				Ⅰ　業務費用		2,993,615,041		3,318,050,940		3,038,824,142		(279,226,798)

				 （１）損益計算書上の費用		4,520		4,773		4,355		▲ 417				（１）損益計算書上の費用		4,520,651,829		4,773,632,588		4,355,916,148		(417,716,440)

				 （２）（控除） 自己収入等		▲ 1,527		▲ 1,455		▲ 1,317		138				（２）（控除） 自己収入等		(1,527,036,788)		(1,455,581,648)		(1,317,092,006)		138,489,642

				Ⅱ　損益外減価償却等相当額		397		394		421		27				Ⅱ　損益外減価償却等相当額		397,192,852		394,259,397		421,328,567		27,069,170

				Ⅲ　損益外減損損失累計額		－		－		－		－				Ⅲ　損益外減損損失累計額		0		0		0		0

				Ⅳ　損益外利息費用累計額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ルイケイガク		－		－		－		－				Ⅳ　損益外利息費用累計額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ルイケイガク		0		0		0		0

				Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		1		56		10		▲ 45				Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		1,230,312		56,557,859		10,600,369		(45,957,490)

				Ⅵ　引当外賞与増加見積額		5		▲ 11		▲ 5		5				Ⅵ　引当外賞与増加見積額		5,442,551		(11,110,882)		(5,618,813)		5,492,069

				Ⅶ　引当外退職給付増加見積額		▲ 26		▲ 160		▲ 49		111				Ⅶ　引当外退職給付増加見積額		(26,044,925)		(160,933,778)		(49,575,998)		111,357,780

				Ⅷ　機会費用		－		0		8		7				Ⅷ　機会費用		0		340,964		8,327,851		7,986,887

				Ⅸ　（控除）国庫納付額		－		－		－		－				Ⅸ　（控除）国庫納付額		0		0		0		0

				Ⅹ　国立大学法人等業務実施コスト		3,371		3,597		3,423		▲ 173				Ⅹ　国立大学法人等業務実施コスト		3,371,435,831		3,597,164,500		3,423,886,118		(173,278,382)



																						125,629,953

																						27.2537403401





キャッシュフロー



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		465		580		496		▲ 83				Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ・フロー		465,034,009		580,754,765		496,831,360		(83,923,405)

				Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 228		230		▲ 290		▲ 520				Ⅱ 　投資活動によるキャッシュ・フロー		(228,522,142)		230,628,420		(290,125,264)		(520,753,684)

				Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 69		▲ 70		▲ 70		0				Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		(69,738,276)		(70,436,025)		(70,350,004)		86,021

				Ⅳ　資金に係る換算差額		－		－		－		－				Ⅳ　資金に係る換算差額		-		-		-		ERROR:#VALUE!

				Ⅴ　資金増加額（又は減少額）		166		740		136		▲ 604				Ⅴ　資金増加額（又は減少額）		166,773,591		740,947,160		136,356,092		(604,591,068)

				Ⅵ　資金期首残高		1,141		1,308		2,049		740				Ⅵ　資金期首残高		1,141,817,132		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160

				Ⅶ　資金期末残高		1,308		2,049		2,185		136				Ⅶ　資金期末残高		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092







貸借対照表

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		① 67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		182		136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





損益計算書

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		① ▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		② ▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		③ 182		▲ 136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





会議資料

																																										2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ								【負債の部】 フサイ ブ										【資産の部】 シサン ブ						0		【負債の部】 フサイ ブ						0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		168		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		▲ 8				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		168,616,425		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		(8,297,379)						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		189		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		646				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		189,230,440		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		646,124,766						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		▲ 18		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		637				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		(18,058,149)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		637,827,387						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		▲ 2		【純資産の部】 ジュンシサン ブ										　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		(2,555,866)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ						0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		729		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		▲ 28				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		729,705,839		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		(28,673,605)						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		740		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		242				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		242,921,169						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		▲ 11		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		46				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		(11,241,321)		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		46,247,313						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		260										0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		260,494,877						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		898		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		898				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		252		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		238				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		252,455,095		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		238,751,624						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		157		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		277				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		157,950,803		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		277,220,869						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		▲ 17		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		▲ 44				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		▲ 17,692,574		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		▲ 44,512,408						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		▲ 7		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		▲ 1				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		▲ 7,954,050		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		▲ 1,381,800						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		117		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		6				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		117,543,267		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		6,239,000						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		▲ 51		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		▲ 58				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		▲ 51,913,843		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		▲ 58,857,476						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		16		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		17				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		16,094,675		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		17,816,406						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		▲ 61		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		▲ 61				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		▲ 61,148,554		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		▲ 61,262,633						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		163		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		3				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		163,021,882		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		3,794,524						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		▲ 1						0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		▲ 1,074,948								0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		133						0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		133,111,136								0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		30												　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		30,985,694								0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		95		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		62				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		95,514,177		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		62,272,526						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		10				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		▲ 1,009,885		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		10,755,421						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

												　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		▲ 29										0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		▲ 29,796,395

												　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		0										0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		243,295						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		▲ 13		　雑益 ザツエキ		355		411		56				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		▲ 13,703,471		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		56,220,295						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		525,664		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		493,187						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		▲ 13		 										　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		▲ 13,735,948		 						0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811						-2.9%

																																										人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.6%

																																										一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.9%

																																										外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																										-2.5%

																																										業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-1.0%

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-0.6%





財レポ

																																										2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ																		畜大　業務実施コスト計算書　より チクダイ ギョウム ジッシ ケイサンショ		（単位：円） タンイ エン		（単位：億円） タンイ オクエン				教育経費 キョウイク ケイヒ		715,628,142				研究経費 ケンキュウ ケイヒ		439,996,947

				【資産の部】 シサン ブ								【負債の部】 フサイ ブ										【資産の部】 シサン ブ						0		【負債の部】 フサイ ブ						0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754																		項　　　目 コウ メ		Ｒ１年度 ネンド		Ｒ１年度 ネンド				教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		392,245,416				教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		392,245,416

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		168		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		▲ 8				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		168,616,425		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		(8,297,379)						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）												Ⅰ　業務費用　※自己収入等除く ギョウム ヒ ヨウ ジコ シュウニュウ トウ ノゾ		3,318,050,940		33.2				教育研究支援経費
（1/2） キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		196,122,708				教育研究支援経費
（1/2） キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		196,122,708

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		189		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		646				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		189,230,440		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		646,124,766						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930														Ⅱ　損益外減価償却相当額 ソンエキ ガイ ゲンカ ショウキャク ソウトウ ガク		394,259,397		3.9				教員人件費 キョウイン ジンケンヒ		1,699,741,305				受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		53,533,066

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		▲ 18		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		637				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		(18,058,149)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		637,827,387						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅲ　損益外減損損失相当額 ソンエキ ガイ ゲンソン ソンシツ ソウトウ ガク		－		－				教員人件費
（1/2） キョウイン ジンケンヒ		849,870,653				共同研空費 キョウドウ ケン クウヒ		86,766,821

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		▲ 2		【純資産の部】 ジュンシサン ブ										　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		(2,555,866)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ						0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412																		Ⅳ　損益外利息費用相当額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ソウトウ ガク		－		－						1,761,621,503				教員人件費
（1/2） キョウイン ジンケンヒ		140,299,887

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		729		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		▲ 28				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		729,705,839		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		(28,673,605)						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		56,557,859		0.6						1,318						776,419,542

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		740		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		242				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		242,921,169						6.3%				265,890,359				4,247,182,412																		Ⅵ　引当外賞与増加見積額 ヒキアテ ガイ ショウヨ ゾウカ ミツモリ ガク		▲ 11,110,882		▲ 0.1						1,336,587						129

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		▲ 11		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		46				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		(11,241,321)		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		46,247,313						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ						Ⅶ　引当外退職給付増加見積額 ヒキアテ ガイ タイショク キュウフ ゾウカ ミツモリ ガク		▲ 160,933,778		▲ 1.6												6,018,756

						0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		260										0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		260,494,877						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527						Ⅷ　機会費用 キカイ ヒヨウ		340,964		0.0

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		898		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		898				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅸ　国立大学法人等業務実施コスト コクリツ ダイガク ホウジン トウ ギョウム ジッシ		3,597,164,500		36.0

																																										17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										10.5%				447,950,997				4,247,182,412																		2019年     5月 ネン		May				126180643



																																																																						29		0.0

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		252		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		238				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		252,455,095		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		238,751,624						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				 臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		157,950,803		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		277,220,869						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				 当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		▲ 13		 										　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		▲ 17,692,574		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		▲ 44,512,408						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		▲ 7,954,050		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		▲ 1,381,800						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

																						　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		117,543,267		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		6,239,000						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		▲ 51,913,843		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		▲ 58,857,476						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

																						　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		16,094,675		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		17,816,406						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		▲ 61,148,554		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		▲ 61,262,633						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

																						　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		163,021,882		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		3,794,524						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		▲ 1,074,948								0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

																						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		133,111,136								0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		30,985,694								0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

																						　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		95,514,177		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		62,272,526						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		▲ 1,009,885		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		10,755,421						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

																												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		▲ 29,796,395

																												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		243,295						差 サ

																						【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		▲ 13,703,471		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		56,220,295						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

																						　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		525,664		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		493,187						1.2%

																						　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		▲ 13,735,948		 						0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

																						合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811						-2.9%

																																										人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.6%

																																										一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.9%

																																										外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																										-2.5%

																																										業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-1.0%

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-0.6%





Sheet1





Sheet2






元

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		182		136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





業コス



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				Ⅰ　業務費用		2,993		3,318		3,038		▲ 279				Ⅰ　業務費用		2,993,615,041		3,318,050,940		3,038,824,142		(279,226,798)

				 （１）損益計算書上の費用		4,520		4,773		4,355		▲ 417				（１）損益計算書上の費用		4,520,651,829		4,773,632,588		4,355,916,148		(417,716,440)

				 （２）（控除） 自己収入等		▲ 1,527		▲ 1,455		▲ 1,317		138				（２）（控除） 自己収入等		(1,527,036,788)		(1,455,581,648)		(1,317,092,006)		138,489,642

				Ⅱ　損益外減価償却等相当額		397		394		421		27				Ⅱ　損益外減価償却等相当額		397,192,852		394,259,397		421,328,567		27,069,170

				Ⅲ　損益外減損損失累計額		－		－		－		－				Ⅲ　損益外減損損失累計額		0		0		0		0

				Ⅳ　損益外利息費用累計額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ルイケイガク		－		－		－		－				Ⅳ　損益外利息費用累計額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ルイケイガク		0		0		0		0

				Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		1		56		10		▲ 45				Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		1,230,312		56,557,859		10,600,369		(45,957,490)

				Ⅵ　引当外賞与増加見積額		5		▲ 11		▲ 5		5				Ⅵ　引当外賞与増加見積額		5,442,551		(11,110,882)		(5,618,813)		5,492,069

				Ⅶ　引当外退職給付増加見積額		▲ 26		▲ 160		▲ 49		111				Ⅶ　引当外退職給付増加見積額		(26,044,925)		(160,933,778)		(49,575,998)		111,357,780

				Ⅷ　機会費用		－		0		8		7				Ⅷ　機会費用		0		340,964		8,327,851		7,986,887

				Ⅸ　（控除）国庫納付額		－		－		－		－				Ⅸ　（控除）国庫納付額		0		0		0		0

				Ⅹ　国立大学法人等業務実施コスト		3,371		3,597		3,423		▲ 173				Ⅹ　国立大学法人等業務実施コスト		3,371,435,831		3,597,164,500		3,423,886,118		(173,278,382)



																						125,629,953

																						27.2537403401





キャッシュフロー



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		465		580		496		▲ 83				Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ・フロー		465,034,009		580,754,765		496,831,360		(83,923,405)

				Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 228		230		▲ 290		▲ 520				Ⅱ 　投資活動によるキャッシュ・フロー		(228,522,142)		230,628,420		(290,125,264)		(520,753,684)

				Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 69		▲ 70		▲ 70		0				Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		(69,738,276)		(70,436,025)		(70,350,004)		86,021

				Ⅳ　資金に係る換算差額		－		－		－		－				Ⅳ　資金に係る換算差額		-		-		-		ERROR:#VALUE!

				Ⅴ　資金増加額（又は減少額）		166		740		136		▲ 604				Ⅴ　資金増加額（又は減少額）		166,773,591		740,947,160		136,356,092		(604,591,068)

				Ⅵ　資金期首残高		1,141		1,308		2,049		740				Ⅵ　資金期首残高		1,141,817,132		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160

				Ⅶ　資金期末残高		1,308		2,049		2,185		136				Ⅶ　資金期末残高		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092







貸借対照表

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		① 67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		182		136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





損益計算書

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		① ▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		② ▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		③ 182		136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





会議資料

																																										2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ								【負債の部】 フサイ ブ										【資産の部】 シサン ブ						0		【負債の部】 フサイ ブ						0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		168		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		▲ 8				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		168,616,425		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		(8,297,379)						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		189		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		646				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		189,230,440		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		646,124,766						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		▲ 18		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		637				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		(18,058,149)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		637,827,387						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		▲ 2		【純資産の部】 ジュンシサン ブ										　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		(2,555,866)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ						0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		729		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		▲ 28				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		729,705,839		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		(28,673,605)						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		740		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		242				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		242,921,169						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		▲ 11		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		46				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		(11,241,321)		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		46,247,313						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		260										0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		260,494,877						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		898		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		898				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		252		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		238				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		252,455,095		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		238,751,624						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		157		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		277				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		157,950,803		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		277,220,869						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		▲ 17		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		▲ 44				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		▲ 17,692,574		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		▲ 44,512,408						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		▲ 7		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		▲ 1				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		▲ 7,954,050		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		▲ 1,381,800						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		117		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		6				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		117,543,267		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		6,239,000						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		▲ 51		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		▲ 58				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		▲ 51,913,843		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		▲ 58,857,476						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		16		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		17				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		16,094,675		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		17,816,406						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		▲ 61		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		▲ 61				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		▲ 61,148,554		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		▲ 61,262,633						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		163		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		3				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		163,021,882		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		3,794,524						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		▲ 1						0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		▲ 1,074,948								0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		133						0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		133,111,136								0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		30												　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		30,985,694								0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		95		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		62				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		95,514,177		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		62,272,526						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		10				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		▲ 1,009,885		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		10,755,421						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

												　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		▲ 29										0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		▲ 29,796,395

												　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		0										0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		243,295						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		▲ 13		　雑益 ザツエキ		355		411		56				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		▲ 13,703,471		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		56,220,295						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		525,664		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		493,187						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		▲ 13		 										　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		▲ 13,735,948		 						0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811						-2.9%

																																										人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.6%

																																										一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.9%

																																										外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																										-2.5%

																																										業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-1.0%

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-0.6%





財レポ

																																										2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ																		畜大　業務実施コスト計算書　より チクダイ ギョウム ジッシ ケイサンショ		（単位：円） タンイ エン		（単位：億円） タンイ オクエン				教育経費 キョウイク ケイヒ		715,628,142				研究経費 ケンキュウ ケイヒ		439,996,947

				【資産の部】 シサン ブ								【負債の部】 フサイ ブ										【資産の部】 シサン ブ						0		【負債の部】 フサイ ブ						0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754																		項　　　目 コウ メ		Ｒ１年度 ネンド		Ｒ１年度 ネンド				教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		392,245,416				教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		392,245,416

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		168		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		▲ 8				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		168,616,425		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		(8,297,379)						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）												Ⅰ　業務費用　※自己収入等除く ギョウム ヒ ヨウ ジコ シュウニュウ トウ ノゾ		3,318,050,940		33.2				教育研究支援経費
（1/2） キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		196,122,708				教育研究支援経費
（1/2） キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		196,122,708

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		189		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		646				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		189,230,440		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		646,124,766						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930														Ⅱ　損益外減価償却相当額 ソンエキ ガイ ゲンカ ショウキャク ソウトウ ガク		394,259,397		3.9				教員人件費 キョウイン ジンケンヒ		1,699,741,305				受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		53,533,066

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		▲ 18		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		637				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		(18,058,149)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		637,827,387						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅲ　損益外減損損失相当額 ソンエキ ガイ ゲンソン ソンシツ ソウトウ ガク		－		－				教員人件費
（1/2） キョウイン ジンケンヒ		849,870,653				共同研空費 キョウドウ ケン クウヒ		86,766,821

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		▲ 2		【純資産の部】 ジュンシサン ブ										　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		(2,555,866)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ						0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412																		Ⅳ　損益外利息費用相当額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ソウトウ ガク		－		－						1,761,621,503				教員人件費
（1/2） キョウイン ジンケンヒ		140,299,887

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		729		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		▲ 28				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		729,705,839		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		(28,673,605)						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		56,557,859		0.6						1,318						776,419,542

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		740		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		242				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		242,921,169						6.3%				265,890,359				4,247,182,412																		Ⅵ　引当外賞与増加見積額 ヒキアテ ガイ ショウヨ ゾウカ ミツモリ ガク		▲ 11,110,882		▲ 0.1						1,336,587						129

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		▲ 11		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		46				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		(11,241,321)		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		46,247,313						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ						Ⅶ　引当外退職給付増加見積額 ヒキアテ ガイ タイショク キュウフ ゾウカ ミツモリ ガク		▲ 160,933,778		▲ 1.6												6,018,756

						0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		260										0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		260,494,877						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527						Ⅷ　機会費用 キカイ ヒヨウ		340,964		0.0

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		898		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		898				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅸ　国立大学法人等業務実施コスト コクリツ ダイガク ホウジン トウ ギョウム ジッシ		3,597,164,500		36.0

																																										17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										10.5%				447,950,997				4,247,182,412																		2019年     5月 ネン		May				126180643



																																																																						29		0.0

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		252		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		238				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		252,455,095		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		238,751,624						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				 臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		157,950,803		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		277,220,869						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				 当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		▲ 13		 										　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		▲ 17,692,574		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		▲ 44,512,408						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		▲ 7,954,050		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		▲ 1,381,800						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

																						　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		117,543,267		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		6,239,000						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		▲ 51,913,843		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		▲ 58,857,476						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

																						　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		16,094,675		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		17,816,406						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		▲ 61,148,554		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		▲ 61,262,633						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

																						　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		163,021,882		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		3,794,524						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		▲ 1,074,948								0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

																						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		133,111,136								0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		30,985,694								0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

																						　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		95,514,177		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		62,272,526						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		▲ 1,009,885		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		10,755,421						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

																												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		▲ 29,796,395

																												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		243,295						差 サ

																						【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		▲ 13,703,471		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		56,220,295						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

																						　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		525,664		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		493,187						1.2%

																						　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		▲ 13,735,948		 						0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

																						合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811						-2.9%

																																										人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.6%

																																										一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.9%

																																										外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																										-2.5%

																																										業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-1.0%

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-0.6%
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キャッシュ・フロー計算書（CF）
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本学のキャッシュ・フロー計算書は、2020年度を除いて業務活動（＋）、投資活動（－）、財務活動（－）となってお

りますが、これは民間企業であれば本業で獲得する資金を、設備投資や借入金の返済に充当している状態であり、

国立大学法人では通常想定されるパターンです。

※2019年度における投資活動によるキャッシュ・フローおよび資金増加額の増減は、施設整備にかかる工事の竣工が年度末となったこと等

にともない、支払額651百万円が年度末において未払金として現金で残っているもの。

（金額単位：百万円）

国立大学法人等業務実施コスト計算書（OC）

（金額単位：百万円）キャッシュ・フロー計算書は、⼀事業年度のお⾦の流れを表します。

⼤学運営にかかる国⺠負担額を明らかにしたものです。損益計算書の費⽤から⾃⼰収⼊

を控除し、損益計算書に計上されないコストや機会費⽤を加味して算出します。

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
教育・研究などの業務実施に伴う資金収支状況を表
しています。

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得や売却、定期預金・債券購入等の資
産運用などの投資活動に伴う資金の収支状況を表
しています。

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金等による資金調達や返済、ファイナンス・リー
スに伴う利息の支払いなどの財務活動に伴う資金の
収支状況を表しています。

業務実施コスト 34 億円

人口 １億2,562 万人

国民一人当たり 27 円

（算出方法）

業務実施コスト34億円÷人口1億2,562万人

人口：2021年１月1日現在

（総務省統計局データより）

【収支差】452

【支出】 4,747

※2020（Ｒ2）年度 決算報告書より

官公庁会計で見る畜大～収入と支出の構成～

運営費交付金

2,895

施設整備費

575

補助金等収入

186

自己収入

1,040

産学連携等研究収入

及び寄附金収入等

501

業務費

3,697

施設整備費

575

補助金等

141

産学連携等研究経費

及び寄附金事業費等

321

長期借入金

償還金

13

【収入】 5,200

寄附金などの次年度への

繰越分を除く、１８２百万円

が当期総利益

（金額単位：百万円）

の負担

科　　　目 2018年度 2019年度 2020年度 増▲減

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー 465 580 496 ▲ 83

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 228 230 ▲ 290 ▲ 520

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 69 ▲ 70 ▲ 70 0

Ⅳ　資金に係る換算差額 － － － －

Ⅴ　資金増加額（又は減少額） 166 740 136 ▲ 604

Ⅵ　資金期首残高 1,141 1,308 2,049 740

Ⅶ　資金期末残高 1,308 2,049 2,185 136

科　　　目 2018年度 2019年度 2020年度 増▲減

Ⅰ　業務費用 2,993 3,318 3,038 ▲ 279

 （１）損益計算書上の費用 4,520 4,773 4,355 ▲ 417

 （２）（控除） 自己収入等 ▲ 1,527 ▲ 1,455 ▲ 1,317 138

Ⅱ　損益外減価償却等相当額 397 394 421 27

Ⅲ　損益外減損損失累計額 － － － －

Ⅳ　損益外利息費用累計額 － － － －

Ⅴ　損益外除売却差額相当額 1 56 10 ▲ 45

Ⅵ　引当外賞与増加見積額 5 ▲ 11 ▲ 5 5

Ⅶ　引当外退職給付増加見積額 ▲ 26 ▲ 160 ▲ 49 111

Ⅷ　機会費用 － 0 8 7

Ⅸ　（控除）国庫納付額 － － － －

Ⅹ　国立大学法人等業務実施コスト 3,371 3,597 3,423 ▲ 173

５ 財務情報


元

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		182		136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





業コス



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				Ⅰ　業務費用		2,993		3,318		3,038		▲ 279				Ⅰ　業務費用		2,993,615,041		3,318,050,940		3,038,824,142		(279,226,798)

				 （１）損益計算書上の費用		4,520		4,773		4,355		▲ 417				（１）損益計算書上の費用		4,520,651,829		4,773,632,588		4,355,916,148		(417,716,440)

				 （２）（控除） 自己収入等		▲ 1,527		▲ 1,455		▲ 1,317		138				（２）（控除） 自己収入等		(1,527,036,788)		(1,455,581,648)		(1,317,092,006)		138,489,642

				Ⅱ　損益外減価償却等相当額		397		394		421		27				Ⅱ　損益外減価償却等相当額		397,192,852		394,259,397		421,328,567		27,069,170

				Ⅲ　損益外減損損失累計額		－		－		－		－				Ⅲ　損益外減損損失累計額		0		0		0		0

				Ⅳ　損益外利息費用累計額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ルイケイガク		－		－		－		－				Ⅳ　損益外利息費用累計額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ルイケイガク		0		0		0		0

				Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		1		56		10		▲ 45				Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		1,230,312		56,557,859		10,600,369		(45,957,490)

				Ⅵ　引当外賞与増加見積額		5		▲ 11		▲ 5		5				Ⅵ　引当外賞与増加見積額		5,442,551		(11,110,882)		(5,618,813)		5,492,069

				Ⅶ　引当外退職給付増加見積額		▲ 26		▲ 160		▲ 49		111				Ⅶ　引当外退職給付増加見積額		(26,044,925)		(160,933,778)		(49,575,998)		111,357,780

				Ⅷ　機会費用		－		0		8		7				Ⅷ　機会費用		0		340,964		8,327,851		7,986,887

				Ⅸ　（控除）国庫納付額		－		－		－		－				Ⅸ　（控除）国庫納付額		0		0		0		0

				Ⅹ　国立大学法人等業務実施コスト		3,371		3,597		3,423		▲ 173				Ⅹ　国立大学法人等業務実施コスト		3,371,435,831		3,597,164,500		3,423,886,118		(173,278,382)



																						125,629,953

																						27.2537403401





キャッシュフロー



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		465		580		496		▲ 83				Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ・フロー		465,034,009		580,754,765		496,831,360		(83,923,405)

				Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 228		230		▲ 290		▲ 520				Ⅱ 　投資活動によるキャッシュ・フロー		(228,522,142)		230,628,420		(290,125,264)		(520,753,684)

				Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 69		▲ 70		▲ 70		0				Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		(69,738,276)		(70,436,025)		(70,350,004)		86,021

				Ⅳ　資金に係る換算差額		－		－		－		－				Ⅳ　資金に係る換算差額		-		-		-		ERROR:#VALUE!

				Ⅴ　資金増加額（又は減少額）		166		740		136		▲ 604				Ⅴ　資金増加額（又は減少額）		166,773,591		740,947,160		136,356,092		(604,591,068)

				Ⅵ　資金期首残高		1,141		1,308		2,049		740				Ⅵ　資金期首残高		1,141,817,132		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160

				Ⅶ　資金期末残高		1,308		2,049		2,185		136				Ⅶ　資金期末残高		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092







貸借対照表

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		① 67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		182		136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





損益計算書

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		① ▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		② ▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		③ 182		▲ 136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





会議資料

																																										2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ								【負債の部】 フサイ ブ										【資産の部】 シサン ブ						0		【負債の部】 フサイ ブ						0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		168		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		▲ 8				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		168,616,425		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		(8,297,379)						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		189		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		646				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		189,230,440		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		646,124,766						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		▲ 18		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		637				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		(18,058,149)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		637,827,387						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		▲ 2		【純資産の部】 ジュンシサン ブ										　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		(2,555,866)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ						0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		729		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		▲ 28				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		729,705,839		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		(28,673,605)						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		740		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		242				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		242,921,169						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		▲ 11		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		46				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		(11,241,321)		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		46,247,313						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		260										0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		260,494,877						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		898		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		898				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		252		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		238				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		252,455,095		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		238,751,624						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		157		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		277				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		157,950,803		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		277,220,869						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		▲ 17		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		▲ 44				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		▲ 17,692,574		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		▲ 44,512,408						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		▲ 7		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		▲ 1				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		▲ 7,954,050		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		▲ 1,381,800						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		117		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		6				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		117,543,267		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		6,239,000						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		▲ 51		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		▲ 58				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		▲ 51,913,843		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		▲ 58,857,476						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		16		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		17				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		16,094,675		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		17,816,406						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		▲ 61		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		▲ 61				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		▲ 61,148,554		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		▲ 61,262,633						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		163		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		3				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		163,021,882		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		3,794,524						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		▲ 1						0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		▲ 1,074,948								0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		133						0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		133,111,136								0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		30												　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		30,985,694								0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		95		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		62				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		95,514,177		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		62,272,526						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		10				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		▲ 1,009,885		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		10,755,421						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

												　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		▲ 29										0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		▲ 29,796,395

												　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		0										0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		243,295						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		▲ 13		　雑益 ザツエキ		355		411		56				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		▲ 13,703,471		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		56,220,295						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		525,664		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		493,187						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		▲ 13		 										　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		▲ 13,735,948		 						0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811						-2.9%

																																										人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.6%

																																										一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.9%

																																										外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																										-2.5%

																																										業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-1.0%

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-0.6%





財レポ

																																										2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ																		畜大　業務実施コスト計算書　より チクダイ ギョウム ジッシ ケイサンショ		（単位：円） タンイ エン		（単位：億円） タンイ オクエン				教育経費 キョウイク ケイヒ		715,628,142				研究経費 ケンキュウ ケイヒ		439,996,947

				【資産の部】 シサン ブ								【負債の部】 フサイ ブ										【資産の部】 シサン ブ						0		【負債の部】 フサイ ブ						0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754																		項　　　目 コウ メ		Ｒ１年度 ネンド		Ｒ１年度 ネンド				教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		392,245,416				教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		392,245,416

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		168		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		▲ 8				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		168,616,425		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		(8,297,379)						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）												Ⅰ　業務費用　※自己収入等除く ギョウム ヒ ヨウ ジコ シュウニュウ トウ ノゾ		3,318,050,940		33.2				教育研究支援経費
（1/2） キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		196,122,708				教育研究支援経費
（1/2） キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		196,122,708

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		189		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		646				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		189,230,440		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		646,124,766						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930														Ⅱ　損益外減価償却相当額 ソンエキ ガイ ゲンカ ショウキャク ソウトウ ガク		394,259,397		3.9				教員人件費 キョウイン ジンケンヒ		1,699,741,305				受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		53,533,066

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		▲ 18		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		637				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		(18,058,149)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		637,827,387						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅲ　損益外減損損失相当額 ソンエキ ガイ ゲンソン ソンシツ ソウトウ ガク		－		－				教員人件費
（1/2） キョウイン ジンケンヒ		849,870,653				共同研空費 キョウドウ ケン クウヒ		86,766,821

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		▲ 2		【純資産の部】 ジュンシサン ブ										　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		(2,555,866)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ						0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412																		Ⅳ　損益外利息費用相当額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ソウトウ ガク		－		－						1,761,621,503				教員人件費
（1/2） キョウイン ジンケンヒ		140,299,887

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		729		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		▲ 28				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		729,705,839		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		(28,673,605)						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		56,557,859		0.6						1,318						776,419,542

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		740		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		242				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		242,921,169						6.3%				265,890,359				4,247,182,412																		Ⅵ　引当外賞与増加見積額 ヒキアテ ガイ ショウヨ ゾウカ ミツモリ ガク		▲ 11,110,882		▲ 0.1						1,336,587						129

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		▲ 11		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		46				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		(11,241,321)		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		46,247,313						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ						Ⅶ　引当外退職給付増加見積額 ヒキアテ ガイ タイショク キュウフ ゾウカ ミツモリ ガク		▲ 160,933,778		▲ 1.6												6,018,756

						0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		260										0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		260,494,877						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527						Ⅷ　機会費用 キカイ ヒヨウ		340,964		0.0

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		898		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		898				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅸ　国立大学法人等業務実施コスト コクリツ ダイガク ホウジン トウ ギョウム ジッシ		3,597,164,500		36.0

																																										17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										10.5%				447,950,997				4,247,182,412																		2019年     5月 ネン		May				126180643



																																																																						29		0.0

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		252		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		238				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		252,455,095		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		238,751,624						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				 臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		157,950,803		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		277,220,869						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				 当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		▲ 13		 										　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		▲ 17,692,574		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		▲ 44,512,408						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		▲ 7,954,050		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		▲ 1,381,800						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

																						　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		117,543,267		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		6,239,000						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		▲ 51,913,843		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		▲ 58,857,476						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

																						　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		16,094,675		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		17,816,406						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		▲ 61,148,554		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		▲ 61,262,633						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

																						　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		163,021,882		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		3,794,524						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		▲ 1,074,948								0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

																						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		133,111,136								0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		30,985,694								0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

																						　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		95,514,177		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		62,272,526						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		▲ 1,009,885		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		10,755,421						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

																												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		▲ 29,796,395

																												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		243,295						差 サ

																						【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		▲ 13,703,471		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		56,220,295						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

																						　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		525,664		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		493,187						1.2%

																						　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		▲ 13,735,948		 						0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

																						合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811						-2.9%

																																										人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.6%

																																										一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.9%

																																										外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																										-2.5%

																																										業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-1.0%

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-0.6%
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				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		182		136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





業コス



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				Ⅰ　業務費用		2,993		3,318		3,038		▲ 279				Ⅰ　業務費用		2,993,615,041		3,318,050,940		3,038,824,142		(279,226,798)

				 （１）損益計算書上の費用		4,520		4,773		4,355		▲ 417				（１）損益計算書上の費用		4,520,651,829		4,773,632,588		4,355,916,148		(417,716,440)

				 （２）（控除） 自己収入等		▲ 1,527		▲ 1,455		▲ 1,317		138				（２）（控除） 自己収入等		(1,527,036,788)		(1,455,581,648)		(1,317,092,006)		138,489,642

				Ⅱ　損益外減価償却等相当額		397		394		421		27				Ⅱ　損益外減価償却等相当額		397,192,852		394,259,397		421,328,567		27,069,170

				Ⅲ　損益外減損損失累計額		－		－		－		－				Ⅲ　損益外減損損失累計額		0		0		0		0

				Ⅳ　損益外利息費用累計額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ルイケイガク		－		－		－		－				Ⅳ　損益外利息費用累計額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ルイケイガク		0		0		0		0

				Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		1		56		10		▲ 45				Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		1,230,312		56,557,859		10,600,369		(45,957,490)

				Ⅵ　引当外賞与増加見積額		5		▲ 11		▲ 5		5				Ⅵ　引当外賞与増加見積額		5,442,551		(11,110,882)		(5,618,813)		5,492,069

				Ⅶ　引当外退職給付増加見積額		▲ 26		▲ 160		▲ 49		111				Ⅶ　引当外退職給付増加見積額		(26,044,925)		(160,933,778)		(49,575,998)		111,357,780

				Ⅷ　機会費用		－		0		8		7				Ⅷ　機会費用		0		340,964		8,327,851		7,986,887

				Ⅸ　（控除）国庫納付額		－		－		－		－				Ⅸ　（控除）国庫納付額		0		0		0		0

				Ⅹ　国立大学法人等業務実施コスト		3,371		3,597		3,423		▲ 173				Ⅹ　国立大学法人等業務実施コスト		3,371,435,831		3,597,164,500		3,423,886,118		(173,278,382)



																						125,629,953

																						27.2537403401





キャッシュフロー



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		465		580		496		▲ 83				Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ・フロー		465,034,009		580,754,765		496,831,360		(83,923,405)

				Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 228		230		▲ 290		▲ 520				Ⅱ 　投資活動によるキャッシュ・フロー		(228,522,142)		230,628,420		(290,125,264)		(520,753,684)

				Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 69		▲ 70		▲ 70		0				Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		(69,738,276)		(70,436,025)		(70,350,004)		86,021

				Ⅳ　資金に係る換算差額		－		－		－		－				Ⅳ　資金に係る換算差額		-		-		-		ERROR:#VALUE!

				Ⅴ　資金増加額（又は減少額）		166		740		136		▲ 604				Ⅴ　資金増加額（又は減少額）		166,773,591		740,947,160		136,356,092		(604,591,068)

				Ⅵ　資金期首残高		1,141		1,308		2,049		740				Ⅵ　資金期首残高		1,141,817,132		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160

				Ⅶ　資金期末残高		1,308		2,049		2,185		136				Ⅶ　資金期末残高		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092







貸借対照表

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		① 67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		182		136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





損益計算書

																																																		2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ										【負債の部】 フサイ ブ												【資産の部】 シサン ブ								0		【負債の部】 フサイ ブ								0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		10,025		67		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		2,357		26				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		10,025,883,615		67,750,901		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		2,357,711,870		26,888,534						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		9,781		81		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		1,895		▲ 43				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		9,781,098,256		81,008,675		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		1,895,136,211		(43,484,309)						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		42		▲ 3		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		4,252		▲ 16				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		42,707,464		(3,320,295)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		4,252,848,081		(16,595,775)						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		202		▲ 9		【純資産の部】 ジュンシサン ブ												　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		202,077,895		(9,937,479)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ								0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		2,310		168		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		4,432		0				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		2,310,469,814		168,241,865		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		4,432,335,795		0						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		2,185		136		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		2,919		69				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		2,185,893,975		136,356,092		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		2,919,017,829		69,661,582						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		124		31		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		732		182				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		124,575,839		31,885,773		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		732,151,724		182,926,959						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		8,083		252												0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		8,083,505,348		252,588,541						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		12,336		235				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		12,336,353,429		235,992,766						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		4,355		① ▲ 414		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		4,538		② ▲ 278				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		4,355,363,206		▲ 414,567,958		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		4,538,065,144		▲ 278,091,007						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		4,092		▲ 313		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		2,802		▲ 180				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		4,092,035,571		▲ 313,097,644		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		2,802,964,446		▲ 180,820,969						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		666		▲ 49		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		494		▲ 13				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		666,584,464		▲ 49,043,678		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		494,819,898		▲ 13,899,729						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		428		▲ 11		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		95		4				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		428,123,513		▲ 11,873,434		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		95,485,200		4,512,000						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		330		▲ 61		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		16		▲ 3				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		330,731,193		▲ 61,514,223		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		16,331,800		▲ 3,418,400						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		36		▲ 16		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		44		▲ 14				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		36,579,227		▲ 16,953,839		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		44,118,167		▲ 14,367,557						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		111		24		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		124		28				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		111,054,680		24,287,859		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		124,297,955		28,743,885						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		43		▲ 36		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		42		▲ 37				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		43,011,431		▲ 36,813,827		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		42,818,227		▲ 37,108,122						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		2,475		▲ 161		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		85		▲ 20				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		2,475,951,063		▲ 161,186,502		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		85,380,128		▲ 20,754,239						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		52		0						0		0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		52,345,564		▲ 202,800										0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		1,569		▲ 130						0		0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		1,569,352,258		▲ 130,389,047										0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		854		▲ 30														　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		854,253,241		▲ 30,594,655										0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		261		▲ 99		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		73		10				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		261,636,224		▲ 99,768,312		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		73,927,232		10,700,035						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		1		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		163		39				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		1,691,411		▲ 1,702,002		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		163,756,231		39,718,097						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

														　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		270		▲ 1												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		270,659,292		▲ 1,958,405

														　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		2		1												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		2,437,517		1,217,402						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		182		136		　雑益 ザツエキ		355		411		321		▲ 90				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		182,701,938		136,476,951		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		321,069,051		▲ 90,655,005						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		▲ 3		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0		▲ 2				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		552,942		▲ 3,148,482		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		777,963		▲ 2,945,787						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		③ 182		▲ 136		 												　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		182,926,959		136,679,646		 								0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		4,538		▲ 281				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		4,538,843,107		▲ 281,036,794						-2.9%

																																																		人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.6%

																																																		一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		1.9%

																																																		外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																																		-2.5%

																																																		業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-1.0%

																																																		業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																																		-0.6%





会議資料

																																										2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				【資産の部】 シサン ブ								【負債の部】 フサイ ブ										【資産の部】 シサン ブ						0		【負債の部】 フサイ ブ						0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		168		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		▲ 8				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		168,616,425		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		(8,297,379)						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		189		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		646				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		189,230,440		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		646,124,766						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		▲ 18		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		637				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		(18,058,149)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		637,827,387						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		▲ 2		【純資産の部】 ジュンシサン ブ										　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		(2,555,866)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ						0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		729		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		▲ 28				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		729,705,839		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		(28,673,605)						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		740		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		242				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		242,921,169						6.3%				265,890,359				4,247,182,412

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		▲ 11		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		46				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		(11,241,321)		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		46,247,313						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		260										0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		260,494,877						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		898		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		898				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										10.5%				447,950,997				4,247,182,412



				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		252		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		238				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		252,455,095		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		238,751,624						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247		4,405		157		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706		2,983		277				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		157,950,803		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		277,220,869						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733		715		▲ 17		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553		508		▲ 44				　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		▲ 17,692,574		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		▲ 44,512,408						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447		439		▲ 7		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92		90		▲ 1				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		▲ 7,954,050		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		▲ 1,381,800						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274		392		117		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13		19		6				　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		117,543,267		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		6,239,000						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105		53		▲ 51		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117		58		▲ 58				　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		▲ 51,913,843		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		▲ 58,857,476						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70		86		16		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77		95		17				　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		16,094,675		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		17,816,406						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140		79		▲ 61		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141		79		▲ 61				　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		▲ 61,148,554		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		▲ 61,262,633						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474		2,637		163		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102		106		3				　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		163,021,882		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		3,794,524						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

				　　　　役員 ヤクイン		53		52		▲ 1						0						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		▲ 1,074,948								0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

				　　　　教員 キョウイン		1,566		1,699		133						0						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		133,111,136								0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　　　職員 ショクイン		853		884		30												　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		30,985,694								0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265		361		95		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		0		63		62				　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		95,514,177		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		62,272,526						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4		3		▲ 1		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113		124		10				　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		▲ 1,009,885		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		10,755,421						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

												　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302		272		▲ 29										0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		▲ 29,796,395

												　財務収益 ザイム シュウエキ		0		1		0										0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		243,295						差 サ

				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59		46		▲ 13		　雑益 ザツエキ		355		411		56				【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		▲ 13,703,471		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		56,220,295						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0				　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		525,664		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		493,187						1.2%

				　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		▲ 13		 										　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		▲ 13,735,948		 						0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239				合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811						-2.9%

																																										人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.6%

																																										一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.9%

																																										外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																										-2.5%

																																										業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-1.0%

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-0.6%





財レポ

																																										2018

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ																		畜大　業務実施コスト計算書　より チクダイ ギョウム ジッシ ケイサンショ		（単位：円） タンイ エン		（単位：億円） タンイ オクエン				教育経費 キョウイク ケイヒ		715,628,142				研究経費 ケンキュウ ケイヒ		439,996,947

				【資産の部】 シサン ブ								【負債の部】 フサイ ブ										【資産の部】 シサン ブ						0		【負債の部】 フサイ ブ						0						109.3%				1,412,522,110				1,292,495,754																		項　　　目 コウ メ		Ｒ１年度 ネンド		Ｒ１年度 ネンド				教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		392,245,416				教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		392,245,416

				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789		9,958		168		 固定負債 コテイ フサイ		2,339		2,330		▲ 8				Ⅰ　固定資産 コテイ シサン		9,789,516,289		9,958,132,714		168,616,425		固定負債 コテイ フサイ		2,339,120,715		2,330,823,336		(8,297,379)						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）												Ⅰ　業務費用　※自己収入等除く ギョウム ヒ ヨウ ジコ シュウニュウ トウ ノゾ		3,318,050,940		33.2				教育研究支援経費
（1/2） キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		196,122,708				教育研究支援経費
（1/2） キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		196,122,708

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510		9,700		189		 流動負債 リュウドウ フサイ		1,292		1,938		646				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		9,510,859,141		9,700,089,581		189,230,440		流動負債 リュウドウ フサイ		1,292,495,754		1,938,620,520		646,124,766						67.6%				7,570,421,930				3,631,616,469				7,570,421,930														Ⅱ　損益外減価償却相当額 ソンエキ ガイ ゲンカ ショウキャク ソウトウ ガク		394,259,397		3.9				教員人件費 キョウイン ジンケンヒ		1,699,741,305				受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		53,533,066

				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64		46		▲ 18		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631		4,269		637				　無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		64,085,908		46,027,759		(18,058,149)		負債合計 フサイ ゴウケイ		3,631,616,469		4,269,443,856		637,827,387						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅲ　損益外減損損失相当額 ソンエキ ガイ ゲンソン ソンシツ ソウトウ ガク		－		－				教員人件費
（1/2） キョウイン ジンケンヒ		849,870,653				共同研空費 キョウドウ ケン クウヒ		86,766,821

				　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214		212		▲ 2		【純資産の部】 ジュンシサン ブ										　投資その他の資産 トウシ タ シサン		214,571,240		212,015,374		(2,555,866)		【純資産の部】 ジュンシサン ブ						0						58.3%				2,474,115,683				4,247,182,412																		Ⅳ　損益外利息費用相当額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ソウトウ ガク		－		－						1,761,621,503				教員人件費
（1/2） キョウイン ジンケンヒ		140,299,887

				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412		2,142		729		 Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461		4,432		▲ 28				Ⅱ　流動資産 リュウドウ シサン		1,412,522,110		2,142,227,949		729,705,839		Ⅰ　資本金 シホンキン		4,461,009,400		4,432,335,795		(28,673,605)						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅴ　損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウ ガク		56,557,859		0.6						1,318						776,419,542

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308		2,049		740		 Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606		2,849		242				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,308,590,723		2,049,537,883		740,947,160		Ⅱ　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,606,435,078		2,849,356,247		242,921,169						6.3%				265,890,359				4,247,182,412																		Ⅵ　引当外賞与増加見積額 ヒキアテ ガイ ショウヨ ゾウカ ミツモリ ガク		▲ 11,110,882		▲ 0.1						1,336,587						129

				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103		92		▲ 11		 Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502		549		46				　その他の流動資産 タ リュウドウ シサン		103,931,387		92,690,066		(11,241,321)		Ⅲ　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		502,977,452		549,224,765		46,247,313						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ						Ⅶ　引当外退職給付増加見積額 ヒキアテ ガイ タイショク キュウフ ゾウカ ミツモリ ガク		▲ 160,933,778		▲ 1.6												6,018,756

						0		0		0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570		7,830		260										0		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		7,570,421,930		7,830,916,807		260,494,877						9.6%				117,343,200				77,737,664				141,188,982				102,339,843				4,577,404,527						Ⅷ　機会費用 キカイ ヒヨウ		340,964		0.0

				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202		12,100		898		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202		12,100		898				資産合計 シサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,202,038,399		12,100,360,663		898,322,264						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ																		Ⅸ　国立大学法人等業務実施コスト コクリツ ダイガク ホウジン トウ ギョウム ジッシ		3,597,164,500		36.0

																																										17.3%				733,320,716				4,247,182,412

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										10.5%				447,950,997				4,247,182,412																		2019年     5月 ネン		May				126180643



																																																																						29		0.0

				科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン		科　　　目 カ メ		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増▲減 ゾウ ゲン				科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン		科目 カモク		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2019

				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517		4,769		252		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577		4,816		238				 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,517,476,069		4,769,931,164		252,455,095		 経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,577,404,527		4,816,156,151		238,751,624						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

				 臨時損失 リンジ ソンシツ		3		3		0		 臨時利益 リンジ リエキ		3		3		0				　　業務費 ギョウム ヒ		4,247,182,412		4,405,133,215		157,950,803		　運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		2,706,564,546		2,983,785,415		277,220,869						110.5%				2,142,227,949				1,938,620,520

				 当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59		46		▲ 13		 										　　　教育経費 キョウイク ケイヒ		733,320,716		715,628,142		▲ 17,692,574		　授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ		553,232,035		508,719,627		▲ 44,512,408						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

				合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239		合計 ゴウケイ		4,580		4,819		239				　　　研究経費 ケンキュウ ケイヒ		447,950,997		439,996,947		▲ 7,954,050		　入学料収益 ニュウガク リョウ シュウエキ		92,355,000		90,973,200		▲ 1,381,800						64.7%				7,830,916,807				4,269,443,856				7,830,916,807

																						　　　教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		274,702,149		392,245,416		117,543,267		　検定料収益 ケンテイ リョウ シュウエキ		13,511,200		19,750,200		6,239,000						人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		105,446,909		53,533,066		▲ 51,913,843		　受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ		117,343,200		58,485,724		▲ 58,857,476						59.9%				2,637,137,565				4,405,133,215

																						　　　共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		70,672,146		86,766,821		16,094,675		　共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ		77,737,664		95,554,070		17,816,406						一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　受託事業費 ジュタク ジギョウ ヒ		140,973,812		79,825,258		▲ 61,148,554		　受託事業等収益 ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ		141,188,982		79,926,349		▲ 61,262,633						8.2%				361,404,536				4,405,133,215

																						　　　人件費 ジンケンヒ		2,474,115,683		2,637,137,565		163,021,882		　寄附金収益 キフキン シュウエキ		102,339,843		106,134,367		3,794,524						外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																						　　　　役員 ヤクイン		53,623,312		52,548,364		▲ 1,074,948								0						7.1%				58,485,724				95,554,070				79,926,349				106,134,367				4,816,156,151

																						　　　　教員 キョウイン		1,566,630,169		1,699,741,305		133,111,136								0						業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　　　職員 ショクイン		853,862,202		884,847,896		30,985,694								0						16.2%				715,628,142				4,405,133,215

																						　　一般管理費 イッパン カンリヒ		265,890,359		361,404,536		95,514,177		　施設費収益 シセツヒ シュウエキ		954,671		63,227,197		62,272,526						業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																						　　財務費用 ザイム ヒ ヨウ		4,403,298		3,393,413		▲ 1,009,885		　補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		113,282,713		124,038,134		10,755,421						10.0%				439,996,947				4,405,133,215

																												0		　資産見返負債戻入 シサン ミカエリ フサイ モドシイレ		302,414,092		272,617,697		▲ 29,796,395

																												0		　財務収益 ザイム シュウエキ		976,820		1,220,115		243,295						差 サ

																						【参考】経常利益 サンコウ ケイジョウ リエキ		59,928,458		46,224,987		▲ 13,703,471		　雑益 ザツエキ		355,503,761		411,724,056		56,220,295						流動比率 リュウドウ ヒリツ		＝		流動資産 リュウドウ シサン		÷		流動負債 リュウドウ フサイ

																						　臨時損失 リンジ ソンシツ		3,175,760		3,701,424		525,664		 臨時利益 リンジ リエキ		3,230,563		3,723,750		493,187						1.2%

																						　当期総利益 トウキ ソウ リエキ		59,983,261		46,247,313		▲ 13,735,948		 						0						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		＝		純資産 ジュンシサン		÷　（		負債 フサイ		＋		純資産 ジュンシサン		）

																						合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811		合計 ゴウケイ		4,580,635,090		4,819,879,901		239,244,811						-2.9%

																																										人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		＝		人件費 ジンケンヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.6%

																																										一般管理費率 イッパン カンリヒ リツ		＝		一般管理費 イッパン カンリヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										1.9%

																																										外部資金比率 ガイブ シキン ヒリツ		＝　（		受託 ジュタク		＋		共同 キョウドウ		＋		受事等 ジュ ジ トウ		＋		寄附金 キフキン		）　÷		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

																																										-2.5%

																																										業務費対教育経費比率 ギョウム ヒ タイ キョウイク ケイヒ ヒリツ		＝		教育経費 キョウイク ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-1.0%

																																										業務費対研究費比率 ギョウム ヒ タイ ケンキュウ ヒ ヒリツ		＝		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		÷		業務費 ギョウム ヒ

																																										-0.6%
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（金額単位：百万円）

固定資産保有額の推移
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土地 建物構築物 備品等設備 図書 その他（建設仮勘定、投資有価証券等）

Point：牛は固定資産？

大学において飼育（管理）している牛は、全頭

が学内で産まれ、その生涯に渡って大学の教

育研究活動に広く役立てられてます。

このように大学にとって非常に重要な資産で

はありますが、国立大学会計基準においては

固定資産ではなく流動資産として管理するこ

とが示されており、本学においてもたな卸資

産（流動資産）として財務諸表に計上されてい

ます。（2020年度末180頭）

2019年度から、国から施設整備費が措置され老朽化が進んでいた熱源・電気設備などのライ

フライン再生、図書館の改修などにより増加。２０２０年度には、引き続き国から施設整備費が

措置され、給排水設備などのライフライン再生、畜産フィールド科学センターの管理棟改修など

により増加しています。



① 運営費交付金 ② 雑収入 ※財産処分収入含む

③ 受託・共同研究、寄附金 ④ 研究者個人対象補助金受入

１5

（金額単位：百万円） （金額単位：百万円）

（金額単位：百万円） （金額単位：百万円）（件数） （件数）

運営資金額の推移
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科学研究費助成事業 その他（厚労科研等）

交付件数

各センターの増収などにより一定の収入を
推移。2018-2019年度は土地や宿舎の処
分などの財産処分収入を獲得したことによ
り増加。

成果を中心とする実績状況に基づく配分の
増額、新たな機能強化経費の獲得（要求努
力の成果）などにより増額傾向。
2020年度は退職手当の減などにより減少。

様々な獲得支援策の創設、「研究活性化推
進策」の策定等の取り組みにより、科学研究
費助成事業の交付件数は増加傾向。
2020年度は、大型の交付事業が減ったこ
となどにより受入金額が減少。

大型の受託研究が終わったことにより
2019年度以降受託研究の受入金額が減少。
2020年度は新規寄附講座の設置、連携企
業との共同研究などにより、寄附金および
共同研究の受入金額が大幅に増加。

５ 財務情報
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本学指標 グループ平均

② 一般管理費比率（一般管理費÷業務費）

① 人件費比率（人件費÷業務費）

※ 文科省等では、財務分析上、国立大学法人を A~Hの８グループに分類
グラフは、本学が属するBグループの平均値
【Bグループ ＝ 医学系学部を有さず、学生収容定員に占める理工系学生数が文系学生数の概ね２倍を上回る国立大学法人】
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（※）

（※）

財務指標の推移
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（金額単位：百万円）
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一般管理費 業務費

（金額単位：百万円）

人件費比率は、業務費に占める人件費の割合を示します。民間企業では比率が低いほど
効率性が高いとされていますが、国立大学法人等における人件費は教育、研究を生み出す
資源であり、比率よりむしろその質が問われることになります。

２０20年度の人件費比率は、前年度に比べ増加。金額としては減少しています。金額の減
少要因として、退職者の後任として若手教員を採用したことなどが考えられます。

一般管理費比率は、業務費に対する一般管理費の比率を示しており、一般的には比率が
低いほど管理運営を行う際の効率性が高いとされていますが、単純な比率の比較ではなく、
推移と増減の要因把握が重要となります。

2019年度は大幅に増加していますが、これは、老朽化が進んでいた熱源・電気設備など
のライフライン再生に係る修繕費、三大学経営統合に向けた業務コンサル費用、土地譲渡に
伴う撤去費用（いずれも見合う収入を獲得している）等の特殊要因によるもので、2020年
度は例年と同程度の一般管理費比率となっています。

人件費の金額推移 人件費比率（％）の比較

一般管理費の金額推移 一般管理費比率（％）の比較



③ 学生当教育経費

④ 教員当研究経費
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教員当研究経費 教員実員

（金額単位：千円） （教員実員単位：人）

※計算に使用する教育経費は「損益計算書上の教育経費、

附属図書館や農場などの経費で執行される教育研究支援

経費の1／2の額、教員人件費の１／２の額」の合計

※計算に使用する研究経費は「損益計算書上の研究経費、

教育研究支援経費の１／２の額、受託研究費・共同研究費

の額」の合計

2020年度

学生一人当たりの教育経費※

1,230千円

5,790千円

2020年度

教員一人当たりの研究経費※

学生当教育経費は、学生一人当たりの教育経費を示しており、国立大学法人等における
教育活動の活発さを判断する一指標となります。

2020年度は減価償却費の減少、新型コロナウイルス感染症の影響で一部中止・延期と
なった事業などにより全体の教育経費が減った結果、前年度から減少しています。

教員当研究経費は、教員一人当たりの研究経費を示しており、国立大学法人等の研究活
動の活発さを判断する一指標となります。

2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で国際共同研究を主とした出張・招聘に
伴う旅費が減少したことなどにより、前年度から減少しています。

５ 財務情報



紙面の充実へ
～ webアンケートにご協力ください ～
https://forms.gle/VzTegwXKJj9Hka4F7

帯広畜産大学財務レポート2021

【発行者】

国立大学法人帯広畜産大学

戦略企画課 決算係

Mail：emm033@obihiro.ac.jp
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