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■    科学研究費助成事業 ‒科研費‒ 交付額（平成26年度）

■    外部資金受入状況（平成25年度）

■    財務状況　平成25年度　資金収支計算書

種目　　　 件数 金額（千円）
基盤研究（A） 2 13,780
基盤研究（B） 3 14,690
基盤研究（C） 22 29,640
挑戦的萌芽研究 4 5,980
若手研究（B） 7 7,280
計 38 71,370

科目　 決算額（百万円）
学生生徒等納付金・手数料収入 15,897
寄付金収入 36
補助金収入 1,620
その他の収入 10,154

資金収入調整勘定 △ 4,778
前年度繰越支払資金 10,001
収入の部合計 32,929

科目　 決算額（百万円） 比率
学生生徒等納付金・手数料 15,897 85.0%
寄付金 52 0.3%
補助金 1,620 8.7%
その他 1,130 6.0%
帰属収入合計 18,698 100.0%
基本金組入額合計 △ 200 -1.1%
消費収入の部合計 18,498 98.9%

帰属収支差額（参考） △ 2,781 -14.9%

科目　 金額（百万円）
固定資産 60,102

有形固定資産 （42,771）
その他の固定資産 （17,330）

流動資産 11,289
資産の部合計 71,390

科目　 金額（百万円）
固定負債 12,143
流動負債 5,385
基本金 73,692
翌年度繰越消費支出超過額 19,830
合計 71,390

科目　 決算額（百万円） 比率
人件費 13,053 69.8%
教育研究経費 6,135 32.8%
管理経費 1,341 7.2%
その他 950 5.1%
消費支出の部合計 21,479 114.9%
当年度消費支出超過額 2,981 -
前年度繰越消費支出超過額 17,465 -
基本金取崩額 616 -
翌年度繰越消費支出超過額 19,830 -

科目　 決算額（百万円）
人件費支出 10,105
教育研究経費支出 4,292
管理経費支出 1,060
施設・設備関係支出 839
その他の支出 7,507
資金支出調整勘定 △ 810
次年度繰越支払資金 9,936
支出の部合計 32,929

平成25年度　消費収支計算書（帰属収入構成比率）

貸借対照表（平成26年3月31日現在）

区分 件数 受入額（千円）
受託研究 3 2,300
奨学寄附金 10 6,746

科研費
科研費とは、我が国の学術を振興するため、人文・社会科学から
自然科学まであらゆる分野にわたり、基礎から応用までの独創的・
先駆的な研究を発展させることを目的とした、文部科学省及び日本
学術振興会が交付を行っている「競争的研究資金」です。

受託研究
企業等から委託を受けて本学の研究者が行う研究

奨学寄附金
企業や篤志家などから寄附金を受け入れて、学術研究や教育の充
実・発展に活用する制度

収入の部 支出の部

消費支出の部消費収入の部

資産の部 負債・基本金・消費収支差額の部

＊表中の決算額は、百万円未満を四捨五入しているため、合計金額が計算上一致しない場合があります。

405-0382_P06-11_CS5.indd   11 14/06/23   10:56

10 　国士舘要覧2014

■    海外協定校 
地域 所在地 大学名
❶ アメリカ ニューヨーク セント・ジョンズ大学◆

❷ カリフォルニア デイビス カリフォルニア大学デイビス校◆

❸ カリフォルニア サンフランシスコ サンフランシスコ州立大学

❹ カナダ クランブルック カレッジ・オブ・ザ・ロッキーズ◆

❺ バンクーバー サイモン・フレーザー大学

❻ オーストラリア ブリスベン グリフィス大学◆

❼ 韓国 ソウル 漢陽大学校

❽ 釜山 東義大学校

❾ 慶尚北道 国立安東大学校
10  ソウル 高麗大学校
11　 光州 国立全南大学校◆
12  中国 北京市 北京師範大学
13　 北京市 北京工業大学◆
14　 山西省 山西大学
15  江蘇省 蘇州大学
16　 黒龍江省 黒龍江大学
17  上海市 上海対外経貿大学
18　 湖北省 武漢大学
19　　 吉林省 吉林大学
20　 遼寧省 大連外国語大学
21　 遼寧省 大連東軟信息学院
22 広東省 深　職業技術学院
23　 山東省 青島大学

地域 所在地 大学名
24 台湾 台北市 中国文化大学
25　 高雄市 国立中山大学
26  モンゴル ウランバートル モンゴル国立大学
27 フィリピン マニラ デ・ラ・サール大学
28  ベトナム ホーチミン ベトナム国家社会人文科学大学（USSH）
29 インドネシア ジョグジャカルタ ガジャマダ大学
30 ソロ セブラスマル大学
31 タイ バンコク チュラロンコン大学
32  チェンマイ チェンマイ大学
33 ハンガリー ブダペスト サマルバイス大学
34  ドイツ ミュンヘン ミュンヘン大学
35  ロシア ウラジオストク 極東連邦大学
36  ウズベキスタン サマルカンド 国立サマルカンド外国語大学
37  タシケント 世界経済外交大学
38 キルギス ビシュケク キルギス国立民族大学
39  エチオピア アディス・アベバ アディス・アベバ大学
40 イラク バグダッド イラク国考古遺産庁
41 ヨルダン イルビド ヤルムーク大学
42 イギリス ポーツマス ポーツマス大学◆
43 ブルガリア ソフィア 国立スポーツアカデミー
44 ヴェルコ・タルノボ ヴェルコ・タルノボ大学
45トルコ バン ユズンジュ・ユル大学
46 スウェーデン ルレオ ルレオ工科大学

10 11

12
3

4
5

6

7 8 9

13
14
15

16

1718

19

20 21

22

23

24 25

26

27
28

29 30

31
32

35

36
37 38

42

44 45

46

12
中国 韓国

ベトナム フィリピン

インドネシア

台湾
ミャンマー

モンゴル

ロシア

カナダ

タイ

33

34

39

40

43 アメリカ

オーストラリア

ハンガリー

ドイツ

ウズベキスタン
キルギス

エチオピア

イラク
ヨルダン

イギリス

ブルガリア トルコ

スウェーデン

41

◆海外研修校

国際交流／財務状況
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