
(%) (%)
No. 評価 27年度 28年度 29年度 30年度 No. 評価 27年度 28年度 29年度 30年度

人件費 61.0 56.5 57.9 55.6 固定資産 62.0 61.8 61.8 63.3
経常収入 (53.7) (53.6) (53.8) (53.0) 総資産 (86.5) (86.7) (86.6) (86.8)

人件費 76.6 70.0 71.8 67.8 有形固定資産 54.0 53.8 53.8 54.1
学生生徒等納付金 (73.0) (72.8) (71.9) (70.9) 総資産 (61.2) (61.2) (60.7) (59.9)

教育研究経費 40.6 40.5 41.5 42.4 特定資産 7.7 7.8 7.9 9.0
経常収入 (33.2) (33.0) (33.3) (33.4) 総資産 (21.3) (21.4) (21.7) (22.2)

管理経費 12.0 15.4 10.9 11.4 流動資産 38.0 38.2 38.2 36.7
経常収入 (9.3) (9.0) (8.8) (8.8) 総資産 (13.5) (13.3) (13.4) (13.2)

借入金等利息 0.1 0.0 0.0 0.0 固定負債 5.5 5.4 5.4 5.6
経常収入 (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 総負債＋純資産 (7.2) (7.1) (6.8) (6.8)

基本金組入前当年度収支差額 △13.3 △11.1 △10.5 △9.2 流動負債 4.4 4.7 4.3 4.8
事業活動収入 (4.7) (4.9) (4.9) (4.6) 総負債＋純資産 (5.3) (5.3) (5.4) (5.4)

事業活動支出 118.7 111.8 112.9 119.5 運用資産－総負債 34.7 34.9 35.9 34.8
事業活動収入－基本金組入額 (108.6) (107.8) (106.5) (107.0) 総資産 (23.9) (24.2) (24.8) (25.7)

学生生徒等納付金 79.7 80.8 80.6 81.9 運用資産－外部負債 246.8 258.0 267.2 271.1
経常収入 (73.7) (73.7) (74.7) (74.8) 事業活動支出 (1.8) (1.8) (1.9) (1.9)

寄付金 1.2 1.1 1.8 1.6 純資産 90.1 89.9 90.3 89.6
事業活動収入 (2.3) (3.0) (2.3) (2.1) 総負債＋純資産 (87.5) (87.6) (87.8) (87.8)

教育活動収支の寄付金 0.9 0.9 1.7 0.9 繰越収支差額 △19.1 △20.3 △22.7 △22.0
経常収入 (1.4) (1.9) (1.4) (1.4) 総負債＋純資産 (△13.6) (△14.2) (△14.5) (△14.3)

補助金 8.4 11.3 10.1 9.2 固定資産 68.8 68.7 68.4 70.6
事業活動収入 (12.5) (12.3) (12.5) (12.6) 純資産 (98.9) (98.9) (98.7) (98.8)

教育活動収支の補助金 8.4 10.1 10.1 9.1 固定資産 64.8 64.8 64.6 66.4
経常収入 (12.0) (12.0) (12.2) (12.2) 純資産＋固定負債 (91.4) (91.5) (91.6) (91.7)

基本金組入額 4.6 0.7 2.2 8.6 流動資産 861.4 808.4 891.1 773.6
事業活動収入 (12.2) (11.8) (10.8) (10.8) 流動負債 (254.1) (252.2) (248.3) (246.6)

減価償却額 9.2 9.0 9.2 8.7 総負債 9.9 10.1 9.7 10.4
経常支出 (11.8) (11.8) (11.9) (11.8) 総資産 (12.5) (12.4) (12.2) (12.2)

経常収支差額 △13.7 △12.5 △10.2 △9.4 総負債 11.0 11.3 10.7 11.6
経常収入 (3.4) (4.1) (3.9) (4.5) 純資産 (14.3) (14.2) (13.9) (13.9)

教育活動収支差額 △13.8 △12.5 △10.3 △9.4 現金預金 1,153.0 1,132.3 1,163.1 948.7
教育活動収入計 (1.8) (2.7) (2.4) (3.0) 前受金 (342.7) (345.8) (354.2) (348.7)

退職給与引当特定資産 100.0 100.0 100.0 100.0
退職給与引当金 (68.8) (69.2) (69.9) (71.2)

△ 高い値が良い 基本金 99.4 99.8 99.9 99.5

▼ 低い値が良い 基本金要組入額 (97.2) (97.3) (97.3) (97.3)

～ どちらともいえない 減価償却累計額(図書除く) 45.3 71.4 73.2 73.6
減価償却資産取得価額 (図書除く) (49.0) (49.6) (50.5) (51.5)

注1 運用資産 80.2 74.3 71.7 68.6

注2 要積立額 (74.0) (78.9) (78.6) (79.3)
△

19 ～

15 ▼

小数点第一位までを記載している。（小数点第二位を四捨五入）

経常収支差額比率△

16 △ 教育活動収支差額比率
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△10

経常補助金比率△12
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減価償却比率

上段は本法人。下段は「今日の私学財政(大学法人：医歯系除く)」を参考としている。
積立率

評
価

17 △ 退職給与引当特定資産保有率

18 △ 基本金比率

負債比率

16 △ 前受金保有率

13 △ 流動比率

14 ▼ 総負債比率14 ～ 減価償却額比率

12 ▼ 固定長期適合率

13 △ 基本金組入率

11 ▼ 固定比率11 △ 補助金比率

10 △ 繰越収支差額構成比率

9 △ 寄付金比率 9 △ 純資産構成比率　　

経常寄付金比率

8 ～ 学生生徒等納付金比率 8 △ 運用資産余裕比率

7 ▼ 基本金組入後収支比率 7 △ 内部留保資産比率

6 △ 事業活動収支差額比率 6 ▼ 流動負債構成比率

5 ▼ 借入金等利息比率 5 ▼ 固定負債構成比率

4 ▼ 管理経費比率 4 △ 流動資産構成比率

3 △ 教育研究経費比率 3 △ 特定資産構成比率

2 ▼ 人件費依存率 2 ▼ 有形固定資産構成比率

1 ▼ 人件費比率 1 ▼ 固定資産構成比率

財　務　比　率　表
（平成27年度～平成30年度）

事業活動収支計算書関係比率 貸借対照表関係比率
比率名 算出方法 比率名 算出方法



(%) (%)
No. 評価 R1年度 R2年度 R3年度 No. 評価 R1年度 R2年度 R3年度

人件費 57.4 48.3 45.8 固定資産 63.1 62.8 81.9
経常収入 (53.2) (47.5) 総資産 (86.7) (85.3)

人件費 71.0 59.8 57.9 有形固定資産 51.0 49.8 55.3
学生生徒等納付金 (70.8) (94.4) 総資産 (59.6) (57.4)

教育研究経費 38.9 41.5 45.8 特定資産 12.0 12.8 12.0
経常収入 (33.5) (40.8) 総資産 (22.4) (23.8)

管理経費 12.2 9.7 9.3 流動資産 36.9 37.2 32.7
経常収入 (8.9) (6.4) 総資産 (13.3) (14.7)

借入金等利息 0.0 0.0 0.1 固定負債 6.0 6.7 12.7
経常収入 (0.2) (0.1) 総負債＋純資産 (6.9) (8.5)

基本金組入前当年度収支差額 △13.7 △2.8 7.6 流動負債 5.1 6.8 5.1
事業活動収入 (4.7) (5.5) 総負債＋純資産 (5.3) (5.9)

事業活動支出 138.5 110.2 134.1 運用資産－総負債 36.8 35.4 29.8
事業活動収入－基本金組入額 (107.0) (103.5) 総資産 (26.1) (24.6)

学生生徒等納付金 80.8 80.7 79.0 運用資産－外部負債 262.5 264.7 204.4
経常収入 (75.1) (50.3) 事業活動支出 (1.9) (1.5)

寄付金 1.5 0.8 1.4 純資産 88.9 86.6 82.2
事業活動収入 (2.1) (2.0) 総負債＋純資産 (87.8) (85.6)

教育活動収支の寄付金 0.7 0.8 0.8 繰越収支差額 △25.6 △26.2 △28.2
経常収入 (1.4) (1.5) 総負債＋純資産 (△14.9) (△19.6)

補助金 8.4 17.2 23.9 固定資産 71.0 72.5 81.9
事業活動収入 (12.2) (12.7) 純資産 (98.7) (99.6)

教育活動収支の補助金 8.5 13.2 15.3 固定資産 66.5 67.3 71.0
経常収入 (12.0) (12.3) 純資産＋固定負債 (91.5) (90.6)

基本金組入額 17.9 6.7 27.8 流動資産 725.3 550.3 639.9
事業活動収入 (109.0) (8.7) 流動負債 (251.8) (249.7)

減価償却額 7.9 8.5 10.7 総負債 11.1 13.4 17.8
経常支出 (11.8) (10.1) 総資産 (12.2) (14.4)

経常収支差額 △8.5 0.5 △ 0.8 総負債 12.5 15.5 17.8
経常収入 (4.2) (5.0) 純資産 (13.8) (16.8)

教育活動収支差額 △8.5 0.5 △ 0.8 現金預金 1,030.3 1,042.1 900.0
教育活動収入計 (2.6) (3.6) 前受金 (348.8) (390.0)

退職給与引当特定資産 100.0 100.0 100.0
退職給与引当金 (72.1) (58.1)

△ 高い値が良い 基本金 98.6 96.2 92.6

▼ 低い値が良い 基本金要組入額 (97.2) (97.1)

～ どちらともいえない 減価償却累計額(図書除く) 74.4 73.8 65.3
減価償却資産取得価額 (図書除く) (52.4) (54.0)

注1 運用資産 67.4 69.1 62.8

注2 要積立額 (78.5) (72.0)

財　務　比　率　表
（令和元年度～　　　　年度）

事業活動収支計算書関係比率 貸借対照表関係比率
比率名 算出方法 比率名 算出方法

1 ▼ 人件費比率 1 ▼ 固定資産構成比率

2 ▼ 人件費依存率 2 ▼ 有形固定資産構成比率

3 △ 教育研究経費比率 3 △ 特定資産構成比率

4 ▼ 管理経費比率 4 △ 流動資産構成比率

5 ▼ 借入金等利息比率 5 ▼ 固定負債構成比率

6 △ 事業活動収支差額比率 6 ▼ 流動負債構成比率

7 ▼ 基本金組入後収支比率 7 △ 内部留保資産比率

8 ～ 学生生徒等納付金比率 8 △ 運用資産余裕比率

9 △ 寄付金比率 9 △ 純資産構成比率　　

10 △ 経常寄付金比率 10 △ 繰越収支差額構成比率

11 △ 補助金比率 11 ▼ 固定比率

12 △ 経常補助金比率 12 ▼ 固定長期適合率

13 △ 基本金組入率 13 △ 流動比率

14 ～ 減価償却額比率 14 ▼ 総負債比率

15 △ 経常収支差額比率 15 ▼ 負債比率

16 △ 教育活動収支差額比率 16 △ 前受金保有率

評
価

18 △ 基本金比率

19 ～ 減価償却比率

小数点第一位までを記載している。（小数点第二位を四捨五入）
20 △ 積立率

上段は本法人。下段は「今日の私学財政(大学法人：医歯系除く)」を参考としている。

17 △ 退職給与引当特定資産保有率


