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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 

  



（単位：円）

資産の部

Ⅰ　固定資産

1 有形固定資産

土地 816,130,000

建物

減価償却累計額 2,622,336,833

構築物

減価償却累計額 31,334,699

車両運搬具

減価償却累計額 2,453,187

工具器具備品

減価償却累計額 342,898,004

工具器具備品（リース）

減価償却累計額 3,502,080

図書 304,732,709

有形固定資産合計 4,123,387,512

2 無形固定資産

82,960,361

652,928

無形固定資産合計 83,613,289

3 投資その他の資産

10,655,927

100,000,000

投資その他の資産合計 110,655,927

固定資産合計 4,317,656,728

Ⅱ　流動資産

現金及び預金 1,005,660,853

その他未収入金 10,296,538

前払費用 46,630,864

流動資産合計 1,062,588,255

資産合計 5,380,244,983

▲ 7,351,738

4,019,415

▲ 1,566,228

497,849,417

▲ 154,951,413

5,529,600

▲ 2,027,520

ソフトウェア

特許権仮勘定

長期前払費用

長期性預金

貸 借 対 照 表
（平成31年3月31日）

3,166,401,138

▲ 544,064,305

38,686,437
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負債の部

Ⅰ　固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等

資産見返寄附金

851,911,270

長期リース債務 7,116,680

固定負債合計 859,027,950

Ⅱ　流動負債

運営費交付金債務 50,197

預り補助金等 424,089

寄附金債務 12,345,371

前受受託研究費等 2,047,980

未払金 291,890,652

未払消費税等 2,626,600

リース債務 3,558,340

前受金 3,420,546

預り科学研究費補助金 9,708,332

預り金 19,049,201

流動負債合計 345,121,308

負債合計 1,204,149,258

純資産の部

Ⅰ　資本金

地方公共団体出資金 3,785,842,000

資本金合計 3,785,842,000

Ⅱ　資本剰余金

資本剰余金 88,322,619

損益外減価償却累計額（▲） ▲ 529,919,719

資本剰余金合計 ▲ 441,597,100

Ⅲ　利益剰余金

教育研究の質の向上及び施設整備積立金 416,209,424

積立金 53,307,409

当期未処分利益 362,333,992

利益剰余金合計 831,850,825

純資産合計 4,176,095,725

負債純資産合計 5,380,244,983

（うち当期総利益　362,333,992円）

652,928

430,608,626

420,649,716

特許権仮勘定見返運営費交付金
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（単位：円）

経常費用

業務費

教育経費 261,422,375

研究経費 122,950,013

教育研究支援経費 75,603,119

受託研究費 46,488,882

役員人件費 30,254,685

教員人件費 753,038,875

職員人件費 249,536,978 1,539,294,927

一般管理費 665,195,872

雑損 1,440,000

経常費用合計 2,205,930,799

経常収益

運営費交付金収益 1,465,369,038

授業料収益 530,282,313

入学金収益 114,520,200

検定料収益 45,591,600

手数料収益 603,000

受託研究等収益

国又は地方公共団体からの受託研究等 24,921,490

国又は地方公共団体以外からの受託研究等 22,288,530 47,210,020

補助金等収益 18,805,911

寄附金収益 6,953,011

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 57,149,041

資産見返寄附金戻入 37,913,047 95,062,088

財務収益

受取利息 11,769 11,769

雑益

財産貸付料収入 6,011,880

証明書手数料収益 685,100

科学研究費補助金間接費収益 6,270,807

大学入試センター試験事業収益 2,747,132

その他雑益 2,466,291 18,181,210

経常収益合計 2,342,590,160

経常利益 136,659,361

臨時損失

固定資産除却損 9,350 9,350

臨時利益

資産見返運営費交付金等戻入 9,350 9,350

当期純利益 136,659,361

目的積立金取崩額 225,674,631

当期総利益 362,333,992

損 益 計 算 書
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
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令和元年度公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学　当初予算概要

１　収　入 （単位：千円）

当初予算額 備　考

1,537,523

普通運営費交付金 1,536,750

特別運営費交付金 773 退職手当費用

170

726,343

授 業 料 572,896 学部・大学院授業料

授 業 料（その他） 1,462 教職課程登録料、地学実験受講料

入 学 金 96,021 学部・大学院入学金

検 定 料 55,459 入学検定料

手 数 料 505
追試験・再試験・補講料、教員免許更新
補習会、各種講座受講料

50,407

受託研究等収入 30,718 受託研究等収入、共同研究等収入

寄附金収入 5,750 特定寄附金収入、研究助成金収入

受託研究等間接経費収入 5,874

寄附金間接経費収入 55

科学研究費間接経費収入 8,010

10,358

財産貸付等収入 6,028
学生宿舎入居料、学生宿舎使用料・共益
費、施設設備使用料

大学入試センター試験事業収入 2,478 大学入試センター試験事業収入

証明書交付手数料収入 639 証明書交付手数料、自動車登録手数料

その他雑入 1,213
学生食堂光熱水費使用料、機器センター
使用料、コインコピー機使用料等

130 受取利息

275,588

2,600,519

目的積立金充当収入

合 計

財 務 収 入

区　分

運営費交付金

補助金収入

学生等納付金収入

受託研究等収入

雑 収 入



２　支　出 （単位：千円）

当初予算額 備　考

1,316,875

30,313

1,285,789

教員人件費 957,764 教員人件費（常勤）、教員人件費（非常勤）

事務職員人件費 328,025
事務職員人件費（常勤）、事務職員人件費（非常
勤）

773

299,929

学生支援事業 35,286
学生費、学生保健関係経費、カリキュラム関係経
費、学生関連行事経費、ＦＤ・自己点検費、奨学
金関係費、研修関係経費、教職関係経費

就職支援事業 10,552 職業教育、キャリア支援、就職事務運営費

実験実習費 58,802 学部、大学院配分及び体育実習費

入試実施事業 49,332

その他教育経費 145,957 教育研究用ソフトウェア、 教育研究推進経費等

144,289

図書館運営管理費 75,205
図書館運営、図書、電子ブック、電子
ジャーナルの整備等

地域連携センター運営管理費 2,334 地域連携事業、生涯学習事業等

研究機器センター運営管理費 59,866
研究機器センターの運営、研究機器の維
持管理等

機械設計工作センター運営管理費 4,884
機械設計工作センター運営管理、機械工
作機器の更新等

その他教育研究支援費 2,000 国際交流事業、在外研究員派遣事業等

94,412

教員教育研究費 94,242 基礎配分、重点配分

その他教育研究費 170

36,592

受託研究費等 30,718 受託研究費、共同研究費、技術指導料等

受託研究費等間接経費 5,874

5,805

研究助成金等 5,750 研究助成金、その他特定寄附金

研究助成金等間接経費 55 間接経費

701,617

大学運営管理費 592,878
公立大学協会関係経費、福利厚生・研修関係経
費、事務運営費、管財関係経費、情報管理関係経
費等

学生募集事業 87,316 学生募集関係経費

その他一般管理費 21,423 一般管理費、総務関係経費等

1,000

2,600,519

予 備 費

合 計

区　分

人 件 費

役員人件費

職員人件費

一 般 管 理 費

退 職 金

教 育 経 費

教育研究支援費

研 究 経 費

受 託 研 究 費

寄 付 金


