
≪事業活動収支計算書関係比率≫

基本金組入前当年度収支差額 173,766,282
事業活動収入 1,159,575,992

学生生徒等納付金 701,850,000
経常収入 892,309,566
寄付金 240,435,114

事業活動収入 1,159,575,992
教育活動収支の寄付金 3,313,638

経常収入 892,309,566
補助金 156,232,340

事業活動収入 1,159,575,992
教育活動収支の補助金 126,167,340

経常収入 892,309,566
人件費 550,808,986

経常収入 892,309,566
教育研究経費 381,838,986

経常収入 892,309,566
管理経費 34,918,412
経常収入 892,309,566

借入金等利息 0
経常収入 892,309,566

基本金組入額 335,331,720
事業活動収入 1,159,575,992
減価償却額 180,733,728
経常支出 985,642,283
人件費 550,808,986

学生生徒等納付金 701,850,000
事業活動支出 985,809,710

事業活動収入-基本金組入額 824,244,272
経常収支差額 △ 93,332,717

経常収入 892,309,566
教育活動収支差額 △ 104,614,551
教育活動収入計 881,027,732

≪活動区分資金収支計算書関係比率≫

教育活動資金収支差額 61,840,009
教育活動資金収入計 880,820,732

平成26年度
私大平均

△ 15.0% 5.6%

－ 78.7% 81.1%

平成27年度　財務比率一覧

分類 比率名 算式 評価 平成27年度

事業活動収支差額比率

学生生徒等納付金比率

平成26年度
私大平均

補助金比率 △ 13.5% 9.7%

△ 14.1% -

寄付金比率 △ 20.7% 2.0%

経常寄付金比率 △ 0.4% -

経常補助金比率

管理経費比率 ▼ 3.9% 11.6%

借入金等利息比率 ▼ 0.0% 0.1%

人件費比率 ▼ 61.7% 55.1%

教育研究経費比率 △ 42.8% 27.4%

基本金組入額 △ 28.9% 7.4%

減価償却費比率 － 18.3%

-

-

12.4%

68.0%

-

経常収入＝教育活動収入計+教育活動外収入計 経常支出＝教育活動支出計+教育活動外支出計

教育活動資金収支差額比率

人件費依存率

教育活動収支差額比率

基本金組入後収支比率

経常収支差額比率 △ -10.5%

△ -11.9%

▼ 78.5%

▼ 119.6%

教育活動資金収支差額＝教育活動資金収入計-教育活動資金支出計+教育活動調整勘定等

△ 7.0% -

比率名 算式 評価 平成27年度

経営状況はどう
か

収入構成はどう
なっているか

支出構成は適切
であるか

収入と支出のバ
ランスはとれてい
るか

分類

教育活動でｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
が生み出せているか



≪貸借対照表関係比率≫

純資産 5,797,127,092
総負債+純資産 6,161,567,417
繰越収支差額 247,447,795
総負債+純資産 6,161,567,417

基本金 5,549,679,297
基本金要組入額 5,549,679,297

運用資産 3,132,563,501
要積立額 2,643,775,018
固定資産 5,071,864,969
純資産 5,797,127,092

固定資産 5,071,864,969
純資産+固定負債 5,931,085,187

固定資産 5,071,864,969
総資産 6,161,567,417

有形固定資産 2,969,824,283
総資産 6,161,567,417

特定資産 2,079,958,095
総資産 6,161,567,417

流動資産 1,089,702,448
総資産 6,161,567,417

減価償却累計額 2,259,816,923
減価償却資産取得価額 3,978,335,850

運用資産-総負債 2,768,123,176
総資産 6,161,567,417

運用資産-外部負債 3,060,326,739
経常支出 985,642,283
流動資産 1,089,702,448
流動負債 230,482,230
現金預金 1,052,605,406
前受金 158,245,468

退職給与引当特定資産 133,958,095
退職給与引当金 133,958,095

固定負債 133,958,095
総負債+純資産 6,161,567,417

流動負債 230,482,230
総負債+純資産 6,161,567,417

総負債 364,440,325
総資産 6,161,567,417
総負債 364,440,325
純資産 5,797,127,092

　

16.2%

4.8%

21.0%

26.5%

51.5%

34.0%

14.5%

53.5%

27.5%

2.6%

302.2%

475.4%

53.3%

平成26年度
私大平均

79.0%

-26.1%

99.1%

-

108.2%

89.8%

85.5%

△ 94.1%

△

評価 平成27年度

純資産構成比率

固定負債構成比率 ▼ 2.2%

流動比率 △ 472.8%

△ 17.7%

－ 56.8%

4.0%

基本金比率

比率名 算式

△ 100.0%

繰越収支差額構成比率

△ 118.5%

▼ 87.5%固定比率

退職給与引当特定資産保有率 △ 100.0%

負債比率 ▼ 6.3%

流動負債構成比率 ▼ 3.7%

総負債比率

有形固定資産構成比率 ▼ 48.2%

△ 33.8%特定資産構成比率

▼

△ 44.9%

▼ 5.9%

前受金保有率 △ 665.2%

流動資産構成比率

減価償却比率

内部留保資産比率

運用資産余裕比率 △ 310.5%

85.5%

固定資産構成比率 ▼ 82.3%

固定長期適合率

積立率

※評価・・・　「△」：高い値が良い。　　「▼」：低い値が良い。　　「－」：どちらともいえない。

分類

自己資金は充実
されているか

長期資金で固定
資産は賄われて
いるか

資産構成はどう
なっているか

負債に備える資
産が蓄積されて
いるか

負債の割合はど
うか

固定資産＝有形固定資産+特定資産+その他の固定資産
運用資産＝現金預金+特定資産+有価証券
外部負債＝総負債-（退職給与引当金＋前受金）
要積立額＝減価償却累計額+退職給与引当金+2号基本金+3号基本金

※表中の26年度私大平均は、日本私立大学振興・共済事業団発行の「今日の私学財政（平成27年度版）」
以下「今日の私学財政」という。）掲載の平成26年度財務比率表（規模別）-大学部門の学生数～0.5千人
区分の数値による。


