








(単位：円)
金  額

学生生徒等納付金収入  4,901,429,184 
手数料収入  51,437,884 
特別寄付金収入  66,305,315 
一般寄付金収入  2,100,000 
経常費等補助金収入  995,241,596 
付随事業収入  218,955,949 
医療収入  20,290,266,134 
雑収入  913,191,342 
教育活動資金収入計  27,438,927,404 
人件費支出  12,334,527,107 
教育研究経費支出  8,606,156,735 
＜教育研究経費支出＞ <2,800,421,350>
＜医療経費支出＞ <5,805,735,385>
管理経費支出  2,369,511,686 
＜管理経費支出＞ <2,369,511,686>
教育活動資金支出計  23,310,195,528 

 4,128,731,876 
 △21,135,220 

 4,107,596,656 
施設設備寄付金収入  24,130,000 
施設設備補助金収入  177,524,000 
施設設備売却収入  185,000 
減価償却引当特定資産取崩収入  18,997,060,715 
施設整備等活動資金収入計  19,198,899,715 
施設関係支出  1,124,647,961 
設備関係支出  2,020,778,566 
減価償却引当特定資産繰入支出  20,670,117,550 
大学移転寄付特定資金繰入支出  24,130,000 
施設整備等活動資金支出計  23,839,674,077 

 △4,640,774,362 
 669,962,154 

 △3,970,812,208 
 136,784,448 
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 活動区分資金収支計算書 

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
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　調整勘定等
施設整備等活動資金収支差額

金  額
退職給与引当特定資産取崩収入  9,301,367,915 
大学奨学金特定資産取崩収入  5,718,752 
貸付金回収収入  170,281,423 
　小計  9,477,368,090 
受取利息・配当金収入  4,718,687 
収益事業収入  380,000,000 
過年度修正収入  4,720,415 
その他の活動資金収入計  9,866,807,192 
借入金等返済支出  289,280,000 
退職給与引当特定資産繰入支出  9,306,755,312 
大学奨学金特定資産繰入支出  11,726,684 
貸付金支払支出  127,326,460 
預り金支払支出  20,422,138 
仮払金支払支出  2,627,692 
敷金保証金支払支出  9,790 
　小計  9,758,148,076 
借入金等利息支出  26,660,235 
為替換算差額支出  41,995 
過年度修正支出  5,238,257 
その他の活動資金支出計  9,790,088,563 

 76,718,629 
 15,374 

 76,734,003 
 213,518,451 

 4,011,615,789 
 4,225,134,240 
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翌年度繰越支払資金
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支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)

前年度繰越支払資金

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。
（単位：円）

項目
資金収支計算書

計上額
教育活動

による資金収支
施設設備等活動
による資金収支

その他の活動
による資金収支

前受金収入 1,439,397,782 1,239,397,782 200,000,000 －

前期末未収入金収入 3,570,385,309 3,557,891,309 12,494,000 －

期末未収入金 △ 3,731,672,910 △ 3,604,908,910 △ 126,764,000 －

前期末前受金 △ 1,210,563,996 △ 1,210,563,996 － －

収入計 67,546,185 △ 18,183,815 85,730,000 －

前期末未払金支払支出 1,287,127,746 1,286,605,992 － 521,754

前払金支払支出 － － － －

期末未払金 △ 1,869,497,013 △ 1,285,539,631 △ 583,420,254 △ 537,128

前期末前払金 － － － －

長期前払費用支払支出 5,390,367 5,390,367 － －

建設仮勘定振替 △ 811,900 － △ 811,900 －

短期前払費用支払支出 106,383,165 106,383,165 － －

前期末短期前払費用 △ 109,888,488 △ 109,888,488 － －

支出計 △ 581,296,123 2,951,405 △ 584,232,154 △ 15,374

収入計－支出計 648,842,308 △ 21,135,220 669,962,154 15,374



(単位：円)
科　　目 予　　算 決　　算 差　　異

学生生徒等納付金 (4,815,020,000) (4,901,429,184) (△86,409,184)
　　授業料 3,210,200,000 3,259,083,334 △48,883,334 
　　入学金 119,700,000 127,500,000 △7,800,000 
　　実験実習料 51,420,000 52,445,850 △1,025,850 
　　施設維持費 861,800,000 881,900,000 △20,100,000 
　　歯学教育充実費 571,900,000 580,500,000 △8,600,000 

手数料 (42,630,000) (51,437,884) (△8,807,884)
　　入学検定料 31,310,000 40,175,000 △8,865,000 
　　試験料 10,320,000 10,150,000 170,000 
　　証明手数料 1,000,000 1,112,884 △112,884 

寄付金 (59,310,000) (71,237,895) (△11,927,895)
　　特別寄付金 57,310,000 66,305,315 △8,995,315 
　　一般寄付金 2,000,000 2,100,000 △100,000 
　　現物寄付 0 2,832,580 △2,832,580 

経常費等補助金 (909,190,000) (995,241,596) (△86,051,596)
　　国庫補助金 897,020,000 984,986,096 △87,966,096 
　　地方公共団体補助金 12,170,000 10,255,500 1,914,500 

付随事業収入 (153,270,000) (218,955,949) (△65,685,949)
　　補助活動収入 15,660,000 16,132,700 △472,700 
　　受託事業収入 137,610,000 202,823,249 △65,213,249 

医療収入 (20,286,220,000) (20,290,266,134) (△4,046,134)
　　入院収入 11,554,470,000 11,704,319,237 △149,849,237 
　　外来収入 8,705,750,000 8,584,262,124 121,487,876 
　　保険調整増減 0 △22,053,694 22,053,694 
　　その他の医療収入 26,000,000 23,738,467 2,261,533 

雑収入 (708,760,000) (913,201,342) (△204,441,342)
　　施設設備利用料 170,430,000 167,633,635 2,796,365 
　　私立大学退職金財団交付金 443,140,000 531,873,854 △88,733,854 
　　廃品売却収入 9,210,000 11,551,047 △2,341,047 
　　その他の雑収入 85,190,000 202,142,806 △116,952,806 
　　退職給与引当金戻入額 790,000 0 790,000 

教育活動収入計 26,974,400,000    27,441,769,984    △467,369,984 
科　　目 予　　算 決　　算 差　　異

人件費 (12,897,340,000) (12,339,914,504) (557,425,496)
　　教員人件費 4,779,480,000 4,582,428,865 197,051,135 
　　職員人件費 7,602,160,000 7,123,420,800 478,739,200 
　　役員報酬 47,660,000 29,301,966 18,358,034 
　　退職金 0 12,000,000 △12,000,000 
　　退職給与引当金繰入額 468,040,000 592,762,873 △124,722,873 

教育研究経費 (11,110,200,000) (10,690,631,111) (419,568,889)
＜教育研究経費＞ <5,316,750,000> <4,886,276,933> <430,473,067>
　　消耗品費 468,480,000 360,112,228 108,367,772 
　　光熱水費 414,440,000 411,435,918 3,004,082 
　　旅費交通費 118,780,000 86,213,391 32,566,609 
　　福利厚生費 13,290,000 9,317,504 3,972,496 
　　通信運搬費 156,520,000 143,797,004 12,722,996 
　　印刷製本費 77,290,000 53,847,367 23,442,633 
　　支払修繕料 409,630,000 391,996,442 17,633,558 

  事業活動収支計算書 

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで
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(単位：円)

  事業活動収支計算書 

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

科　　目 予　　算 決　　算 差　　異
　　刊行物費 31,670,000 10,259,342 21,410,658 
　　損害保険料 29,150,000 28,053,724 1,096,276 
　　賃借料 131,390,000 111,295,967 20,094,033 
　　公租公課 310,000 67,250 242,750 
　　委託費 1,173,910,000 1,068,740,456 105,169,544 
　　手数料・報酬 48,370,000 35,366,231 13,003,769 
　　会議費 2,310,000 1,377,011 932,989 
　　諸会費 31,790,000 22,701,421 9,088,579 
　　交際費 5,760,000 2,117,868 3,642,132 
　　広告料 50,000 0 50,000 
　　奨学費 69,670,000 45,941,091 23,728,909 
　　雑費 28,030,000 20,611,517 7,418,483 
　　減価償却額 2,105,910,000 2,083,025,201 22,884,799 

＜医療経費＞ <5,793,450,000> <5,804,354,178> <△10,904,178>
　　医療用品費 9,400,000 10,150,191 △750,191 
　　薬品費 2,207,560,000 2,226,008,487 △18,448,487 
　　診療材料費 2,597,890,000 2,613,334,883 △15,444,883 
　　給食材料費 138,350,000 134,924,022 3,425,978 
　　委託費 840,250,000 819,936,595 20,313,405 

管理経費 (2,808,990,000) (2,743,443,647) (65,546,353)
＜管理経費＞ <2,808,990,000> <2,743,443,647> <65,546,353>
　　消耗品費 59,910,000 46,358,841 13,551,159 
　　光熱水費 153,160,000 142,930,912 10,229,088 
　　旅費交通費 26,040,000 16,099,835 9,940,165 
　　福利厚生費 45,870,000 37,760,955 8,109,045 
　　通信運搬費 25,670,000 21,024,451 4,645,549 
　　印刷製本費 40,380,000 33,711,438 6,668,562 
　　支払修繕料 66,350,000 51,321,406 15,028,594 
　　刊行物費 4,680,000 3,196,729 1,483,271 
　　損害保険料 4,090,000 2,655,669 1,434,331 
　　賃借料 60,840,000 59,270,905 1,569,095 
　　公租公課 121,670,000 128,395,498 △6,725,498 
　　委託費 1,634,640,000 1,562,907,012 71,732,988 
　　手数料・報酬 76,380,000 81,971,826 △5,591,826 
　　会議費 1,950,000 1,048,405 901,595 
　　諸会費 13,350,000 9,200,097 4,149,903 
　　交際費 35,020,000 13,578,572 21,441,428 
　　広告料 21,810,000 17,843,097 3,966,903 
　　経常費補助金返還金 0 2,016,000 △2,016,000 
　　雑費 48,140,000 142,264,381 △94,124,381 
　　減価償却額 369,040,000 369,887,618 △847,618 

徴収不能額等 (7,590,000) (6,748,514) (841,486)
　　徴収不能引当金繰入額 7,590,000 6,748,514 841,486 

教育活動支出計 26,824,120,000 25,780,737,776 1,043,382,224
150,280,000 1,661,032,208 △1,510,752,208 
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(単位：円)

  事業活動収支計算書 

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

科　　目 予　　算 決　　算 差　　異
受取利息・配当金 (4,540,000) (4,718,687) (△178,687)
　　その他の受取利息・配当金 4,540,000 4,718,687 △178,687 

その他の教育活動外収入 (350,000,000) (380,007,028) (△30,007,028)
　　収益事業収入 350,000,000 380,000,000 △30,000,000 
　　為替換算差額 0 7,028 △7,028 

教育活動外収入計 354,540,000 384,725,715 △30,185,715 
科　　目 予　　算 決　　算 差　　異

借入金等利息 (26,660,000) (26,660,235) (△235)
　　借入金利息 26,660,000 26,660,235 △235 

その他の教育活動外支出 (110,000) (41,995) (68,005)
　　為替換算差額 110,000 41,995 68,005 

教育活動外支出計 26,770,000 26,702,230 67,770
327,770,000 358,023,485 △30,253,485 
478,050,000 2,019,055,693 △1,541,005,693 

科　　目 予　　算 決　　算 差　　異
資産売却差額 (0) (175,000) (△175,000)
　　設備売却差額 0 175,000 △175,000 

その他の特別収入 (198,920,000) (220,334,544) (△21,414,544)
　　施設設備寄付金 4,280,000 24,130,000 △19,850,000 
　　現物寄付 11,800,000 13,060,129 △1,260,129 
　　施設設備補助金 181,840,000 177,524,000 4,316,000 
　　過年度修正額 1,000,000 5,620,415 △4,620,415 

特別収入計 198,920,000 220,509,544 △21,589,544 
科　　目 予　　算 決　　算 差　　異

資産処分差額 (110,980,000) (110,491,362) (488,638)
　　施設処分差額 19,840,000 20,339,854 △499,854 
　　その他の資産処分差額 91,140,000 90,151,508 988,492 

その他の特別支出 (5,850,000) (5,238,257) (611,743)
　　過年度修正額 5,850,000 5,238,257 611,743 

特別支出計 116,830,000 115,729,619 1,100,381
82,090,000 104,779,925 △22,689,925 

(        99,020,000)
144,910,000 144,910,000 
415,230,000 2,123,835,618 △1,708,605,618 

△3,606,430,000 △2,469,243,631 △1,137,186,369 
△3,191,200,000 △345,408,013 △2,845,791,987 

△24,790,790,000 △24,385,102,227 △405,687,773 
1,215,200,000 1,236,083,220 △20,883,220 

△26,766,790,000 △23,494,427,020 △3,272,362,980 

27,527,860,000 28,047,005,243 △519,145,243 
27,112,630,000 25,923,169,625 1,189,460,375

（注）予備費使用内訳
振　替　科　目 振替金額
徴収不能引当金繰入額 1,500,000
施設処分差額 12,630,000
その他の資産処分差額 79,640,000
過年度修正額 5,250,000
    計 99,020,000

事業活動支出計

［予備費］

基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額
翌年度繰越収支差額
（参考）
事業活動収入計

特別収支差額
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