
財務の概要

(1)資金収支計算

資金収支計算について､予算と決算の対比による主な内容をご報告いたします｡

資金収支総括表

(収入の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:百万円)

科目 冰ﾈ蠅�決算 �(ﾛx黒ﾒ�

学生生徒等納付金収入 �3rﾃ�唐�36,677 鼎#��

手数料収入 �"ﾃンR�2,997 ��#��"�

寄付金r収入 �3���518 ��#�3r�

補助金収入 釘ﾃ�迭�4,445 ��#3C��

資産運用収入 都s2�948 ��#�sR�

資産売却収入 ���1,636 ��#�ﾃc3b�

事業収入 �#S��339 ��#���

雑収入 塔#��1,007 ��#�s��

借入金等収入 迭ﾃS���4,500 ��ﾃ����

前受金収入 澱ﾃccb�7,032 ��#3cr�

その他の収入 ��ﾃsCB�2,370 ��#c#r�

資金収入調整勘定 ��#rﾃCs��△7,532 田��

当年度賛金収入合計 鉄"ﾃsc��54,938 ��#"ﾃ�s��

前年度繰越支払資金 ��"ﾃ�ッ�21,817 ��

収入の部合計 田Bﾃ鉄B�76,754 ��#��ﾃ����

(支出の部)

人件責支出 �#BﾃsCb�23,243 ��ﾃS�2�

教育研究経費支出 免ﾂﾃs#��ll,359 �3c��

管理経費支出 ��ﾃs3r�1,737 ���

借入金等利息支出 ��s��94 都b�

借入金等返済支出 釘ﾃS3��4,538 ���

施設関係支出 唐ﾃc3r�7,421 ��ﾃ#�b�

設備関係支出 �2ﾃ�sr�2,408 都c��

資産運用支出 澱ﾃC�b�7,496 ��#�ﾃ����

その他の支出 ��ﾃ��R�810 ��迭�

〔予備費〕 茶�CB塔Sb�- 塔Sb�

資金支出調整勘定 ��#�ﾃc�R�△1,789 ��sB�Bﾃ�c���#�Rﾃピ��

当年度資金支出合計 田�ﾃ3ッ�57,317 

次年度繰越支払資金 �2ﾃScr�19,437 

支出の部合計 田Bﾃ鉄B�76,754 ��#��ﾃ����

当年度資金収支差額 ��#づc���△2,379 ��#bﾃ#3鳴�

(注1)上記の表の金額は百万円未満を四捨五入しているため､合計など数値が計算 

上一致しない場合がある○なお､以下の表についても同様であるo 

(注2)予算額は､予備費充当後の金額であるo 
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大学部の2008年度新入生が見込みを
267名(過激除く)下回りました｡

国庫および地方公共団体からの補助
金の収入が見込みを上回りました｡

有価証券を売却資金化し､ 2009年度
に市場環境を捉え新たな運用へ投下
します｡

建設事業の執行状況を勘案し､借入
金を減額しました｡

2009年度大学部の入学手続者が見込
みを上回りました｡

退職給与引当特定資産からの繰入収
入が退職者の増により見込みを上回
りました｡

学内年金資産への繰入が当初計画を
下回りました｡

小金井キャンパス再開発第2期工事
(2期-1)に伴う施設撤去費の執行
が減となったことなどにより､見込
みを下回りました｡

スポーツ健康学部棟や多摩長期修繕
などの建設事業が見込みを下回りま
した｡

小金井キャンパス再開発第2期工事
(2期-1)に伴う備品成人事業が見
込みを下回りました｡

L ･ ∪募金受入に伴う各引当特定資

産への繰入を行ったことなどにより
ます｡

(　)内は予備費使用額であり､
必要となる各科目の予算額に追加さ
れています｡



資金収支計算の中の経常的収支計算

(単位二百万円)

-】EI- --¶■ -■彊■】■■ -ヨ旺訓巴川- -■ヨ■ヨ-

(A) 経 ��ﾘｧ｢�37,098 ��36,677 ��421 

(△)教育充実費 ��#rﾃs�����#rﾃs�b���#cR�

学生生徒等納付金収入 �#津3�r�76.4% �#づ田"�74.5% �3Sb�

手数料収入 �"ﾃンR�7.5% �"ﾃ涛r�7.7% ��#��"�

総額 �3��� 鉄��� ��#�3r�

(△)特定資金のための寄付金 ��#��2���##3R���#"�

鷲 的 舵 入 弍�WHｾ��?ﾂ�269 ��縒R�283 ��縒R�△15 

総額 釘ﾃ�迭� 釘ﾃCCR� ��#3C��

(△)研究設備補助金他 ��#コ���#�"�途�

補助金収入 釘ﾃ����10.5% 釘ﾃ3S2�ll.2% ��#3C"�

資産運用収入 都s2�2.0% 涛C��2.4% ��#�sR�

事業収入 �#S��0.7% �33��0.9% ��#���

雑収入 塔#��2.2% ��ﾃ��r�2.6% ��#�s��

計 �3づ3S��100.0% �3づャ��100.0% ��#S3��

(B) 経 常 的 支 ��ﾘｧ｢�24,746 ��23,243 ��1,503 

(△)退職金支出 ��#�ﾃ�S����#�ﾃ3C���#���

退職資産への繰入支出 ��ﾃs�B���ﾃs�B����

人件費支出 �#RﾃC���66.2% �#2ﾃc�r�60.7% ��ﾃsコ�

総額 免ﾂﾃs#�� 免ﾂﾃ3S�� �3c��

(△)建設事業に係わる経費 ��#田2���#�ﾃ�������r�

教育研究経費支出 ���ﾃsSr�28.0% ���ﾃ#s��26.4% 鼎s��

総額 ��ﾃs3r� ��ﾃs3r� ���

出 宙�"佶ｩ�ﾘ馼ｼh,佛x.ﾘ.佝���△7 凵｢58 �51 

管理経費支出 ��ﾃs3��4.5% ��ﾃcs��4.3% 鉄��

借入金等利息支出 ��s��0.4% 涛B�0.2% 都b�

計 �3づ�S��99.2% �3Rﾃcc��91.7% �"ﾃ3���

(C) 嫡�ﾔ"佝��ﾙ4假ｸ辷ﾛxｧ｢�292 ��繧R�3,220 唐�2R�△2,928 

(注1 )経常的支出の各構成率は､経常的収入合計に対する比率である｡
(注2)予算額は､予備費充当後の金額である｡

｢経常的収支計算｣は､本学が独自に資金収支計算のうちから､施設設備に係わる収支などを除き､経常的収支

に関する部分を抽出して作成したものです｡

学生生徒等納付金収入は見込みを下回りましたが､補助金収入が見込みを上回ったこと､人件費支出および教育

研究経費支出が見込みを下回ったことなどにより､経常的収支差額は予算を2,928百万円上回る収入超過となりま

した｡また､経常的収支差額比率(経常的収支差額の経常的収入合計に対する比率)は8.3%と､予算を7.5ポイント

上回りました｡
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(2)消費収支計算

消費収支計算について､その主な内容をご報告いたします｡

消費収支総括表

(消費収入の部) (単位:百万円)

-謂■ヨ■■　I　現■∃■■ -ヨ■∃■■

学生生徒等納付金 �3rﾃ�唐�36,677 鼎#��

手数料 �"ﾃンR�2,997 ��#��"�

寄付金 �3���554 ��#�s"�

補■助金 釘ﾃ�迭�4,445 ��#3C��

資産運用収入 都s2�950 ��#�sb�

事業収入 �#S��339 ��#���

雑収入 塔#��1,007 ��#�s��

帰属収入合計 鼎bﾃ3#��46,968 ��#c3��

基本金組入額合計 ��#づc���△7,391 ��#�ﾃ#湯�

消費収入の部合計 �3rﾃc3��39,577 ��#�ﾃ�3��

(消費支出の部)

人件費 �#2ﾃ鼎��22,846 ��ﾃ�釘�

教育研究経費 ��Rﾃ��"�15,415 �3ビ�

(内減価価却額) 茶Bﾃ��"��(4,049) 茶3"��

管理経費 ��ﾃン��2,010 ��#����

(内減価価却額) 茶#湯��(274) 茶#R��

借入金等利息 ��s��94 都b�

資産処分差額 鼎CR�2,312 ��#�ﾃツ��

徴収不能額 ���1 ��#��

消費支出の部合計 鼎"ﾃ#C��42,678 ��#C3��

帰属収支差額 釘ﾃ����4,290 ��##���

帰属収支差額比率 唐繧R�9.1% 辻�

当年度消費支出超過額 釘ﾃc���3,101 ��

前年度繰越消費支出超過額 �#2ﾃン��18,467 ��

翌年度繰越消費支出超過額 �#づS���21,569 ��
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時価が大幅に下落したことによる保
有有価証券の評価替えなどにより増
加しました｡

【有価証券処分差額および有価証券評価差額】
(単位:百万円)

主に売却に伴う損失額 ��3B�

(有価証券処分差額) 

時価が取得価格より概ね ��ﾃc#��

50%以上下落した有価証券 

で評価替えを行ったもの(実 

損失は発生していません) 

(有価証券評価差額) 

合計 ��ﾃsSR�

12ページ｢本学の資金運用について｣

をご参照ください｡

(注1)

帰属収支差額-帰属収入一消費支出

(注2)

帰属収支差額比率-帰属収支差額÷帰属収入× 100



(3)貸借対照表

貸借対照表について､その主な内容をご報告いたします｡

貸借対照表

(資産の部) (単位:百万円)

■嘩阜一二~前肇阜二二重二二重工コ

資 産 侘Y.磯�蜥�168,280 ��c�ﾃ3S"�7,929 
有形固定資産 ��#づ�S2�123,071 釘ﾃ塔"�

その他の固定資産 鼎�ﾃ##r�37,281 �"ﾃ鼎b�

流動資産 �#RﾃCc2�28,087 ��#"ﾃc#B�

合計 ���2ﾃsC2�188,439 迭ﾃ3�B�

(負債の部､董本金の部､消費収支差額の部)

負 債 侘Y.厩���16,242 ��BﾃS3r�1,704 

流動負価 免ﾂﾃ�#��12,510 ��#c���

計 �#づ�c"�27,047 ��ﾃ��R�

基本金 �187,250 ��s津ゴ��7,391 

消費塀支差頼 凵｢21,569 ��#�づCcr�△3,101 

合計 �193,743 ��モﾃC3��5,304 

正　味　資　産 165,681 161,392

※正味資産-資産一負債(-基衷金+消費収支差額)

減価価却額の累計額 田�ﾃ涛r�58,418 �"ﾃSs��

基本金未組入額 免ﾂﾃ涛��ll,047 涛S"�

[貸借対照表注記事項] (抜粋)

( 1 )有価証券の時価情報

(単位:盲万円)

貸借対照表計上額 倬陋��差額 

44,373 鼎2ﾃ3#B�△1,049 

(2)学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社

a.株式会社エイチ･ユー

<事業内容>
･雷簿･文具･事務機器等の販売　･建物内外の清掃･保

守管理･警備　･印刷業　･一般及び特定労働者派遣事

業　･有料職業紹介業　･一般土木建築工事業　など

( 3)本学の学内年金決算における年金財政貸借対照表

年金財政貸借対席表

2008年7月31日

(単位:百万円)

借方 剔ﾝ方 

勘定科目 仞�ｧ｢�勘定科目 仞�ｧ｢�

年金信託受益権 ��Rﾃ田2�支払備金 ���

未収掛金 ���責任準備金 �#bﾃ田2�

過去勤務価務等の現在額 免ﾂﾃ���� ��

合計 �#bﾃ田2�合計 �#bﾃ田2�
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過去5年間の推移

■消費収支の推移

億円帰属収入と帰属収支差額l 

700 600 500 400 300 200 100 0 ��｢�

■■■■帰属収入 一くー'帰嘱収支差鶴 

--- 

.!..!.-.7.-478-470 � 

82828782 
｣r■ーヽ llll 

20042005200620072008 

※帰J収支差額-柵JL収入-消費支出 

(注) 2007年度決算については､帰属収入から土地売却差額を除いている｡

消費収支計算の財務比率

79.1　　　　　　7918　　　　　　78.1　　　　　　78.0　　　　　　　78.1

48. 1　　　　　　　49.5　　　　　　　　4BJB

+事♯dE比■

+人件*比JI

+ *研&暮比串

-+縛Jt収支圭I比書

I+欄JhA比辛

+書付▲此■

1 a.A 1 a.7

D･2　　　1.3 -13

2004　　　　　　2005　　　　　　200 6　　　　　　200 7　　　　　　20OB
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資産売却差額の減(2007

年度は中学高等学校の旧
校地売却を実施)などに

より帰属収入が減少しま

した｡また､多摩キャン

パス18号舘(スポーツ健

康学部棟)改修工事相当

額､備品購入事業相当額､

奨学董金繰入額などを董
本金に組み入れました｡

教学改革に伴う教研経費
の増､有価証券評価差額

の増などにより帰属収支

差額は大幅に減少しまし

た｡

教学改革に伴う敦研経費の

増および有価証券評価差

額の増などの影響により帰

属収支差額比率は9.1%と

なり､本学が目標としてい

る10%を下回りました｡

2008年度決算でははじめて

有価証券の時価下落に伴う

評価替え(1,621百万円)香

計上しました｡その影響を

除くと､帰属収支差額比率

は12.6%でした｡

(注1)比率は､各々の帰属収入に対
する割合を示している｡

(注2) 2007年度決算については､帰

属収入から土地売却差額を除
いている｡



｢貸借対照表の推移

流動資産
教学改革引当ヰ寺定学 なりましたo その 

億円l､l 

2,500 2,000 1,500 1.000 500 0 △500 緬X俐"ｸ齪ﾌ��剏ﾈ資金 板��劔劔 剪�

I 劔剴�s3b� 劔劔仆8ｧx淙ｧh初9h9����,�.�-ﾈ+X+ﾖ���ﾙh�4ﾈ88987�5����淙�8ﾔ磯i�ｩ9hｧｪH爾�ｾ�ﾄｩ?ﾈｧｨ,�,x,ﾈｴ��妺?ﾈｾ�,ﾉ]Hﾜ�h枅��62���hｴｸ,ﾈ妺?ﾈ,�,x,�.b���N�ｸ辷ﾛxｧ｢�

219 359 ��ｲ��CSb� ��S"�C�B����"�1591 ��253 3DO 12日 � �#����3s2��#3��1799 125 145 ��55 4D2 12B1 剴�ピ2�ﾆﾂ���Eb�

1009 

143 剴�s���202 161 

213 剴�s��

224 ����##sb�2 �33 ����コ� 剪�216 

2仙2005 劔剴��c#��r�劔�2008 劍�"��ﾙh�4ﾈ88987�5����淙�8ﾔ磯jH抦ｾ�撮�

億円lD生保 

150 100 50 0 ��88 _50 ����ﾒ�劔劔 
l 

68 

57 ��34 丘6 ��12 ��

47 

50 ��52 

48 

22 劔 劔 

..12.7. 

20042005200620072008 

話引当資産等残高

2004　　　　　　　2005　　　　　　　2006

他の圏定資産

基本金
号館(スポーツ健康学部棟)

備品購入事業相当額､奨学基
り増となりました｡

流動負債
などにより減となりました｡

より増となりました｡

有形固定資産
8号館(スポーツ健康学部棟)

キャンパス再開発第2期工事

(2期-1)などにより増となりましたo

2008年度については､

新規の借入額と返済
額がほぼ同額であっ

たため､借入金全体

でも残高が2007年度

とほぼ同額となりま

した｡

教学改革､減価償却な
ど各引当特定資産の充

実を目指し繰入を行っ

たことなどにより現金

預金(流動資産)は減

少しました｡

i(付属中幕一貫教育881万円)

口数学改革

□濃価償却

E=退職絵与

日算3号墓本金

E3有価旺券(運用)

E3現金預金
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224.5 �#�R紕�

153.a ▲ 梯� 

~＼9,.8 ��#R�"� 

-lt-I ー~~~▼｢ B9.886.8 辻��2��釘�"�- 94.0 

ll 白�l 

- 辻�ﾔ��I 

△14.1△16.5 ��sゅ��#偵��△11.1 

(注)流動比率:短期的な負債の価遠に対する流動資産の割合で､支払能力を示す指標

基本金比率: 100%に近いほど基本金の未細入額が少ないことを示す

翌年度繰越消創文支比率:翌年度繰越消費収支差額の総資金に占める割合

60.4 
ヽ′ 

43_4 �� 

37_9 ��

32.9 �� �� 

26.9 蔦#R繧� ��

28.8 辻� �� 

-16.9- ▲ 

22.4 �#��"�20.5 ��b����2�ﾒ�

14｣√ ��ｳ�E��

(注)退職給与引当預金率:退職給与引当金に見合う資産を､どの程度保有しているかを示す指標

本学の退職給与引当金の計上特の目標は､退職金要支給額の50%としている

負債比率:他人資金が自己資金を上回っていないかを示す指標

総負債比率:負債総額の総資産に対する割合で､ 50%を超えると負債が自己資金を超過していることを示す
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金融･経済状況不

安を勘案し､再投

資を控えたため､

期末での現金預金
の保有額が多額と

なりました｡よっ

て､流動比率は高

い水準となりまし

た｡

退職給与引当預金

率は一貫して充実

を図っています｡


