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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 2,258,208,297

構築物

減価償却累計額 30,679,111

車両運搬具

減価償却累計額 1,752,520

工具器具備品

減価償却累計額 258,992,643

工具器具備品（リース）

減価償却累計額 36,230,360

図書 322,913,185

建設仮勘定 16,500,000

有形固定資産合計 3,741,406,116

2 無形固定資産

5,585,997

495,343

3,052,950

無形固定資産合計 9,134,290

3 投資その他の資産

5,930,538

投資その他の資産合計 5,930,538

固定資産合計 3,756,470,944

Ⅱ　流動資産

現金及び預金 1,397,187,348

未収学生納付金収入 9,588,000

その他未収入金 15,100,604

前払費用 49,242,813

流動資産合計 1,471,118,765

資産合計 5,227,589,709

ソフトウェア

特許権

特許権仮勘定

長期前払費用

▲ 5,854,000

貸 借 対 照 表
（令和4年3月31日）

3,238,959,378

▲ 980,751,081

49,525,040

▲ 18,845,929

6,328,759

▲ 4,576,239

648,425,584

▲ 389,432,941

42,084,360
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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

737,354,321

長期リース債務 24,369,840

固定負債合計 761,724,161

Ⅱ　流動負債

寄附金債務 29,258,727

前受受託研究費 6,495,977

前受共同研究費 4,859,335

未払金 210,246,817

未払消費税等 3,183,400

リース債務 6,092,460

前受金 6,571,168

預り科学研究費補助金 21,903,893

預り金 21,028,179

流動負債合計 309,639,956

負債合計 1,071,364,117

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（▲） ▲ 957,007,902

資本剰余金合計 ▲ 825,386,291

Ⅲ　利益剰余金

教育研究の質の向上及び施設整備積立金 980,983,651

積立金 55,495,107

当期未処分利益 159,291,125

利益剰余金合計 1,195,769,883

純資産合計 4,156,225,592

負債純資産合計 5,227,589,709

特許権仮勘定見返運営費交付金 3,052,950

（うち当期総利益　159,291,125）

391,016,270

343,285,101
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（単位：円）

経常費用

業務費

教育経費 381,819,959

研究経費 155,628,832

教育研究支援経費 93,069,514

受託研究費 24,504,033

共同研究費 20,355,634

役員人件費 47,105,860

教員人件費 1,038,358,761

職員人件費 319,883,990 2,080,726,583

一般管理費 496,405,601

雑損 285,000

経常費用合計 2,577,417,184

経常収益

運営費交付金収益 1,557,892,190

授業料収益 729,601,093

入学金収益 107,695,800

検定料収益 47,880,800

手数料収益 1,395,000

受託研究収益

国又は地方公共団体からの受託研究 15,018,881

国又は地方公共団体以外からの受託研究 9,593,054 24,611,935

共同研究収益

国又は地方公共団体からの共同研究 1,502,415

国又は地方公共団体以外からの共同研究 18,889,737 20,392,152

寄附金収益 10,226,739

補助金等収益 89,337,766

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 73,308,926

資産見返寄附金戻入 35,550,669 108,859,595

財務収益

受取利息 338,608 338,608

雑益

財産貸付料収入 5,538,418

証明書手数料収益 594,320

科学研究費補助金間接費収益 15,388,269

大学入学者選抜共通テスト事業収益 2,886,792

その他雑益 14,018,635 38,426,434

経常収益合計 2,736,658,112

経常利益 159,240,928

臨時損失

固定資産除却損 1,911,272 1,911,272

臨時利益

資産見返寄附金戻入 1,911,272

運営費交付金収益 50,197 1,961,469

当期純利益 159,291,125

当期総利益 159,291,125

損 益 計 算 書
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）
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令和４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

1,620,304

普通運営費交付金 1,607,706

特別運営費交付金 12,598 退職手当費用

92,703

地方公共団体補助金 92,703 入学金・授業料減免新制度

847,003

授 業 料 703,469 学部・大学院授業料

授 業 料（その他） 7,038
教職課程登録料、地学実験受講料、病院
薬局実務実習料

入 学 金 86,104 学部・大学院入学金

検 定 料 48,205 入学検定料

手 数 料 2,187 追試験・再試験・補講手数料

46,500

受託研究等収入 40,500
受託研究等収入、共同研究等収入、技術
指導料

受託研究等間接経費収入 6,000

66,500

特定寄附金収入 15,000 特定寄附金収入、研究助成金収入

その他寄附金収入 51,000

寄附金間接経費収入 500

12,000

科学研究費間接経費収入 12,000

8,761

財産貸付等収入 5,630
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 2,647

証明書交付手数料収入 484 証明書交付手数料、自動車登録手数料

39

財務収入 39 受取利息（普通預金、定期預金）

233,000

施設等整備費補助金収入 233,000 グラウンド、駐車場、テニスコート整備

351,186

目的積立金取崩収入 351,186
多目的文化施設、研究機器センター機器
整備

3,277,996

区　分

運営費交付金

補助金収入

学生等納付金収入

雑 収 入

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

施設等整備費補助金収入



２　支　出 （単位：千円）

当初予算額 備　考

1,484,022

40,718

1,430,706

教員人件費 1,077,056 教員人件費（常勤・非常勤）

事務職員人件費 353,650 事務職員人件費（常勤・非常勤）

12,598

477,844

学生支援事業 28,001
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

就職支援事業 10,915 職業教育、キャリア支援、就職事務運営費

入試実施事業 59,429 入試実施経費

実験実習費 218,341
実験実習費、教職関係経費、共用試験関係経費、
薬学実務実習関係経費、研究機器センター実験実
習費、機械設計工作センター実験実習費

その他教育経費 161,158 教育研究用ソフトウェア、 その他教育経費

82,037

教員研究費 82,037 基礎配分、重点配分

46,500

受託研究費 40,500 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 6,000

66,500

寄附金 66,000 特定寄附金、研究助成金、その他特定寄附金

寄附金間接経費 500

97,377

図書館運営管理費 91,314
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 3,741 地域連携事業、生涯学習事業等

国際交流推進機構運営管理費 2,322 国際交流事業、在外研究員派遣事業等

1,022,716

大学運営管理費 946,056
公立大学協会関係経費、福利厚生・研修関係経
費、財務関係経費、事務運営費、管財関係経費、
産学官連携関係経費、情報管理関係経費等

学生募集事業 61,515 学生募集関係経費

その他一般管理費 15,145 一般管理費、総務関係経費等

1,000

3,277,996

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

教育研究支援経費
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