
 

 

 

 

 

 

 

 

行政報告資料                          

 

 

 



行政報告資料件名 

 

◎ 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の令和元年度決算概要及び

令和２年度事業計画概要について 

 

 

 

 



 

 

令和元年度決算概要書 

 

自 平成 31年 4月 1日 

至 令和 2 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2,487,090,326

構築物

減価償却累計額 30,098,632

車両運搬具

減価償却累計額 3,866,322

工具器具備品

減価償却累計額 346,127,357

工具器具備品（リース）

減価償却累計額 2,396,160

図書 312,326,746

有形固定資産合計 3,998,035,543

2 無形固定資産

56,511,010

652,928

無形固定資産合計 57,163,938

3 投資その他の資産

6,682,323

100,000,000

投資その他の資産合計 106,682,323

固定資産合計 4,161,881,804

Ⅱ　流動資産

現金及び預金 1,089,156,367

未収学生納付金収入 9,447,000

その他未収入金 12,570,188

前払費用 40,608,091

流動資産合計 1,151,781,646

資産合計 5,313,663,450

貸 借 対 照 表
（令和2年3月31日）

3,175,553,458

▲ 688,463,132

41,106,437

▲ 11,007,805

6,328,759

▲ 2,462,437

569,844,610

▲ 223,717,253

5,529,600

▲ 3,133,440

ソフトウェア

特許権仮勘定

長期前払費用

長期性預金



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

797,762,224

長期リース債務 3,558,340

固定負債合計 801,320,564

Ⅱ　流動負債

運営費交付金債務 50,197

寄附金債務 15,928,735

前受受託研究費 2,538,596

前受共同研究費 1,876,736

未払金 288,827,598

未払消費税等 3,287,200

リース債務 3,558,340

前受金 3,159,679

預り科学研究費補助金 10,532,261

預り金 19,393,273

流動負債合計 349,152,615

負債合計 1,150,473,179

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 131,621,611

損益外減価償却累計額（▲） ▲ 667,307,744

資本剰余金合計 ▲ 535,686,133

Ⅲ　利益剰余金

教育研究の質の向上及び施設整備積立金 630,082,718

積立金 55,495,107

当期未処分利益 227,456,579

利益剰余金合計 913,034,404

純資産合計 4,163,190,271

負債純資産合計 5,313,663,450

特許権仮勘定見返運営費交付金

（うち当期総利益　227,456,579円）

652,928

402,379,400

394,729,896



（単位：円）

経常費用

業務費

教育経費 306,257,209

研究経費 123,477,749

教育研究支援経費 76,688,956

受託研究費 28,472,880

共同研究費 24,663,229

役員人件費 44,767,469

教員人件費 856,362,610

職員人件費 292,930,748 1,753,620,850

一般管理費 592,132,603

雑損 91,662

経常費用合計 2,345,845,115

経常収益

運営費交付金収益 1,503,305,534

授業料収益 623,701,400

入学金収益 97,741,200

検定料収益 55,058,200

手数料収益 857,000

受託研究収益

国又は地方公共団体からの受託研究 15,291,900

国又は地方公共団体以外からの受託研究 13,474,454 28,766,354

共同研究収益

国又は地方公共団体以外からの共同研究 24,756,770 24,756,770

補助金等収益 100,000

寄附金収益 8,437,244

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 68,530,692

資産見返寄附金戻入 37,743,137 106,273,829

財務収益

受取利息 190,687 190,687

雑益

財産貸付料収入 6,140,880

証明書手数料収益 634,500

科学研究費補助金間接費収益 10,500,908

大学入試センター試験事業収益 2,695,850

その他雑益 1,167,330 21,139,468

経常収益合計 2,470,327,686

経常利益 124,482,571

臨時損失

固定資産除却損 1,485,822 1,485,822

臨時利益

資産見返運営費交付金等戻入 1,485,822 1,485,822

当期純利益 124,482,571

目的積立金取崩額 102,974,008

当期総利益 227,456,579

損 益 計 算 書
（平成31年4月1日～令和2年3月31日）
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令和２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

1,590,987

71,863

地方公共団体補助金 71,713 入学金・授業料減免新制度

その他補助金収入 150 COC+事業の補助金

745,920

授 業 料 600,161 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 87,843 学部・大学院入学金

検 定 料 55,510 入学検定料

手 数 料 944
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

63,448

受託研究等収入 39,779 受託研究等収入、共同研究等収入

寄附金収入 8,063 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 7,489

寄附金間接経費収入 107

科学研究費間接経費収入 8,010

11,670

財産貸付等収入 6,055
学生宿舎入居料、学生宿舎使用料・共益
費、施設設備使用料

大学入学者選抜共通テスト事業収入 2,478 大学入学者選抜共通テスト事業収入

証明書交付手数料収入 671 証明書交付手数料、自動車登録手数料

その他雑入 2,466
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

60,800
研究機器センター機器更新、エレベー
ター更新

2,544,818

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

1,323,359

29,093

1,294,266

教員人件費 993,540 教員人件費（常勤）、教員人件費（非常勤）

事務職員人件費 300,726
事務職員人件費（常勤）、事務職員人件費（非常
勤）

363,850

学生支援事業 47,127

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、共用試
験関係経費

就職支援事業 10,019 職業教育、キャリア支援、就職事務運営費

実験実習費 63,215 学部、大学院配分及び体育実習費

入試実施事業 57,104

その他教育経費 186,385 教育研究用ソフトウェア、 教育推進経費等

134,960

図書館運営管理費 87,083
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 6,955 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 34,023
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 4,899
機械設計工作センター運営管理、機械工
作機器の更新等

国際交流推進機構運営管理費 2,000 国際交流事業、在外研究員派遣事業等

120,378

教員教育研究費 120,228 基礎配分、重点配分

その他教育研究費 150

47,268

受託研究費等 39,779 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 7,489

8,170

研究助成金等 8,063 研究助成金、その他特定寄附金

研究助成金等間接経費 107 間接経費

545,833

大学運営管理費 436,137
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 87,694 学生募集関係経費

その他一般管理費 22,002 一般管理費、総務関係経費等

1,000

2,544,818

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

教 育 経 費

教育研究支援費

研 究 経 費

受 託 研 究 費

寄 附 金
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