
（単位：円）

≪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 △ 10,582,748
事業活動収入 905,910,816

学生生徒等納付金 731,490,000
経常収入 904,913,129
寄付金 5,455,058

事業活動収入 905,910,816
教育活動収支の寄付金 5,171,529

経常収入 904,913,129
補助金 141,872,000

事業活動収入 905,910,816
教育活動収支の補助金 141,872,000

経常収入 904,913,129
人件費 585,484,113

経常収入 904,913,129
教育研究経費 267,381,725

経常収入 904,913,129
管理経費 41,626,339
経常収入 904,913,129

借入金等利息 0
経常収入 904,913,129

基本金組入額 50,000,000
事業活動収入 905,910,816
減価償却額 75,224,087
経常支出 910,721,239
人件費 585,484,113

学生生徒等納付金 731,490,000
事業活動支出 916,493,564

事業活動収入-基本金組入額 855,910,816
経常収支差額 △ 5,808,110

経常収入 904,913,129
教育活動収支差額 △ 8,590,783
教育活動収入計 902,130,456

≪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 △ 325,524,463
教育活動資金収入計 904,467,442

教育活動でｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
が生み出せているか

教育活動資金収支差額比率 △ -36.0% 0.8%

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

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

分類 比率名 算式 評価 平成30年度
平成29年度
私大平均

△ -0.6% -8.0%

教育活動収支差額比率 △ -1.0% -15.0%

収入と支出のバ
ランスはとれてい
るか

人件費依存率 ▼ 80.0% 108.5%

基本金組入後収支比率 ▼ 107.1% 114.4%

経常収支差額比率

基本金組入率 △ 5.5% 22.3%

減価償却額比率 － 8.3% 13.2%

▼ 4.6% 13.0%

借入金等利息比率 ▼ 0.0% 0.1%

支出構成は適切
であるか

人件費比率 ▼ 64.7% 57.1%

教育研究経費比率 △ 29.5% 37.6%

管理経費比率

収入構成はどう
なっているか

学生生徒等納付金比率 － 80.8% 52.6%

補助金比率 △ 15.7% 10.0%

経常補助金比率 △ 15.7% 12.0%

寄付金比率 △ 0.6% 33.4%

経常寄付金比率 △ 0.6% 17.7%

平成30年度　財務比率一覧

分類 比率名 算式 評価 平成30年度
平成29年度
私大平均

経営状況はどう
か

事業活動収支差額比率 △ -1.2% 11.2%



≪貸借対照表関係比率≫

純資産 5,873,385,235
総負債+純資産 6,275,117,403
繰越収支差額 171,411,720
総負債+純資産 6,275,117,403

基本金 5,701,973,515
基本金要組入額 5,240,973,515

運用資産 3,001,562,565
要積立額 2,844,883,072
固定資産 5,356,363,849
純資産 5,873,385,235

固定資産 5,356,363,849
純資産+固定負債 6,004,166,819

固定資産 5,356,363,849
総資産 5,937,521,809

有形固定資産 2,909,673,146
総資産 5,937,521,809

特定資産 2,426,781,584
総資産 5,937,521,809

流動資産 581,157,960
総資産 5,937,521,809

減価償却累計額 2,314,101,488
減価償却資産取得価額 3,973,620,329

運用資産-総負債 2,599,830,397
総資産 5,937,521,809

運用資産-外部負債 2,886,061,981
経常支出 910,721,239
流動資産 581,157,960
流動負債 270,950,584
現金預金 574,780,981
前受金 155,450,000

退職給与引当特定資産 130,781,584
退職給与引当金 130,781,584

固定負債 130,781,584
総負債+純資産 6,275,117,403

流動負債 270,950,584
総負債+純資産 6,275,117,403

総負債 401,732,168
総資産 5,937,521,809
総負債 401,732,168
純資産 5,873,385,235

以下「今日の私学財政」という。）掲載の平成27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。

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

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27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28年度版）」

▼ 6.8% 6.8%

負債比率 ▼ 6.8% 7.3%

負債の割合はど
うか

固定負債構成比率 ▼ 2.1% 3.5%

流動負債構成比率 ▼ 4.3% 3.3%

総負債比率

負債に備える資
産が蓄積されて
いるか

内部留保資産比率 △ 43.8% 39.1%

運用資産余裕比率

前受金保有率 △ 369.8% 818.3%

退職給与引当特定資産保有率 △ 100.0% 60.5%

△ 316.9% 3.4%

流動比率 △ 214.5% 505.2%

△ 40.9% 27.9%

流動資産構成比率 △ 9.8% 16.6%

資産構成はどう
なっているか

固定資産構成比率 ▼ 90.2% 83.4%

有形固定資産構成比率 ▼ 49.0% 52.1%

特定資産構成比率

減価償却比率 － 58.2% 50.1%

長期資金で固定
資産は賄われて
いるか

固定比率 ▼ 91.2% 89.5%

固定長期適合率 ▼ 89.2% 86.2%

△ 108.8% 99.1%

積立率 △ 105.5% 85.5%

自己資金は充実
されているか

純資産構成比率 △ 93.6% 93.2%

繰越収支差額構成比率 △ 2.7% -11.0%

基本金比率

分類 比率名 算式 評価 平成30年度
平成29年度
私大平均


