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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 2,348,024,586

構築物

減価償却累計額 34,866,289

車両運搬具

減価償却累計額 2,809,421

工具器具備品

減価償却累計額 297,813,267

工具器具備品（リース）

減価償却累計額 1,290,240

図書 319,404,291

有形固定資産合計 3,820,338,094

2 無形固定資産

29,842,587

577,900

2,705,030

無形固定資産合計 33,125,517

3 投資その他の資産

6,702,844

投資その他の資産合計 6,702,844

固定資産合計 3,860,166,455

Ⅱ　流動資産

現金及び預金 1,194,789,657

未収学生納付金収入 6,152,300

その他未収入金 37,165,072

前払費用 45,214,554

流動資産合計 1,283,321,583

資産合計 5,143,488,038

▲ 14,658,751

6,328,759

▲ 3,519,338

603,752,676

▲ 305,939,409

5,529,600

▲ 4,239,360

ソフトウェア

特許権仮勘定

長期前払費用

特許権

貸 借 対 照 表
（令和3年3月31日）

3,181,592,458

▲ 833,567,872

49,525,040
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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

744,439,673

固定負債合計 744,439,673

Ⅱ　流動負債

運営費交付金債務 50,197

寄附金債務 25,301,308

前受受託研究費 7,158,548

前受共同研究費 6,779,783

未払金 156,416,723

未払消費税等 2,422,000

リース債務 3,558,340

前受金 8,277,429

預り科学研究費補助金 27,607,290

預り金 19,692,201

流動負債合計 257,263,819

負債合計 1,001,703,492

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（▲） ▲ 812,157,823

資本剰余金合計 ▲ 680,536,212

Ⅲ　利益剰余金

教育研究の質の向上及び施設整備積立金 857,539,297

積立金 55,495,107

当期未処分利益 123,444,354

利益剰余金合計 1,036,478,758

純資産合計 4,141,784,546

負債純資産合計 5,143,488,038

（うち当期総利益　123,444,354）

2,705,030

375,270,999

366,463,644

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 411,460,801

研究経費 151,893,265

教育研究支援経費 92,209,626

受託研究費 34,577,387

共同研究費 23,320,222

役員人件費 39,419,194

教員人件費 1,011,244,067

職員人件費 306,116,507 2,070,241,069

一般管理費 453,178,094

経常費用合計 2,523,419,163

経常収益

運営費交付金収益 1,545,520,408

授業料収益 671,943,900

入学金収益 100,476,600

検定料収益 40,967,800

手数料収益 1,504,000

受託研究収益

国又は地方公共団体からの受託研究 22,900,999

国又は地方公共団体以外からの受託研究 12,019,898 34,920,897

共同研究収益

国又は地方公共団体以外からの共同研究 23,403,283 23,403,283

寄附金収益 14,885,033

補助金等収益 83,442,246

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 71,821,553

資産見返寄附金戻入 36,387,692

特許権仮勘定見返運営費交付金等戻入 72,726 108,281,971

財務収益

受取利息 171,188 171,188

雑益

財産貸付料収入 5,686,277

証明書手数料収益 484,180

科学研究費補助金間接費収益 9,492,250

大学入学者選抜共通テスト事業収益 2,646,506

その他雑益 3,036,978 21,346,191

経常収益合計 2,646,863,517

経常利益 123,444,354

臨時損失

固定資産除却損 1,315,693 1,315,693

臨時利益

資産見返運営費交付金等戻入 37,962

資産見返寄附金戻入 1,277,731 1,315,693

当期純利益 123,444,354

当期総利益 123,444,354

損 益 計 算 書
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）
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令和３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

1,645,940

普通運営費交付金 1,644,631

特別運営費交付金 1,309 退職手当費用

94,414

地方公共団体補助金 94,414 入学金・授業料減免新制度

784,110

授 業 料 640,371 学部・大学院授業料

授 業 料（その他） 1,520 教職課程登録料、地学実験受講料

入 学 金 85,822 学部・大学院入学金

検 定 料 55,540 入学検定料

手 数 料 857
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

47,268

受託研究等収入 39,779 受託研究等収入、共同研究等収入

受託研究等間接経費収入 7,489

8,170

寄附金収入 8,063 特定寄附金収入、研究助成金収入

寄附金間接経費収入 107

8,010

科学研究費間接経費収入 8,010

10,524

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

大学入学者選抜共通テスト事業収入 2,696 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 634 証明書交付手数料、自動車登録手数料

その他雑入 1,166
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

249 受取利息

320,000 部室棟建設、研究機器センター機器整備

2,918,685合 計

受託研究等収入

寄附金収入

科学研究費補助金

財 務 収 入

目的積立金取崩収入

区　分

運営費交付金

補助金収入

学生等納付金収入

雑 収 入



２　支　出 （単位：千円）

当初予算額 備　考

1,463,493

43,818

1,418,366

教員人件費 1,077,758 教員人件費（常勤・非常勤）

事務職員人件費 340,608 事務職員人件費（常勤・非常勤）

1,309

360,287

学生支援事業 69,362

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 9,982 職業教育、キャリア支援、就職事務運営費

入試実施事業 66,422 入試実施経費

実験実習費 59,007 学部、大学院配分及び体育実習費等

その他教育経費 155,514 教育研究用ソフトウェア、 教育推進経費等

107,975

教員教育研究費 107,975 基礎配分、重点配分

47,268

受託研究費等 39,779 受託研究費、共同研究費、技術指導経費

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

140,432

図書館運営管理費 94,389
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 2,577 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 36,091
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 2,476 国際交流事業、在外研究員派遣事業等

790,060

大学運営管理費 699,506
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 70,042 学生募集関係経費

その他一般管理費 20,512 一般管理費、総務関係経費等

1,000

2,918,685

区　分

人 件 費

役員人件費

職員人件費

退　職　金

一 般 管 理 費

予 備 費

合 計

教 育 経 費

研 究 経 費

受 託 研 究 費 等

寄 附 金

教育研究支援費


