
10 　国士舘要覧2016

卒業生数／財務状況
データファイル2016

■    卒業・修了生数累計

■  博士学位授与者数

学部等 設置年 平成27年度卒業・修了生数 累計

大学院 修士課程 昭和40（1965）年～ 110  3,197
博士課程 昭和40（1965）年～  6 120
計 116  3,317

学部 政経学部※ 昭和36（1961）年～ 585 36,364
政経学部二部 昭和40（1965）年～平成19（2007）年 ー 13,034
体育学部 昭和33（1958）年～ 588  22,036
工学部 昭和38（1963）年～ 平成25（2013）年 ー 12,379
理工学部 平成19（2007）年～ 331 1,723
法学部 昭和41（1966）年～ 410 15,122
文学部 昭和41（1966）年～ 346 19,883
21世紀アジア学部 平成14（2002）年～ 330  4,359
経営 平成23（2011）年～ 288 514
計 2,878 125,414

高等学校 全日制 昭和23（1948）年～ 214  15,658
定時制 昭和23（1948）年～（旧制・商業科含む） 44 2,234
通信制 平成12（2000）年～ 61 1,197
工業科 ー 1,784
計 319 20,873

中学校 旧制 大正12（1923）年～昭和23（1948）年 ー 1,403
新制 昭和22（1947）年～ 34 2,227
計 34  3,630

福祉専門学校 平成7（1995）年～18（2006）年 ー 333
その他（短期大学等） ー 8,863

合計 3,347 162,430

※政経学部一部含む

区分 平成27年度 累計
課程博士授与者数 10 44
論文博士授与者 2 40
合計 12 84

（単位：人）

（単位：人）

■    科学研究費助成事業 ‒科研費‒ 交付額（平成28年度）

■    外部資金受入状況（平成27年度）

種目　　　 件数 金額（千円）
基盤研究（B） 4 19,890
基盤研究（C） 19 21,580
挑戦的萌芽研究 5 6,760
若手研究（B） 4 3,510
特別研究員奨励費 1 1,430
計 33 53,170

区分 件数 受入額（千円）
受託研究 4 2,000
奨学寄附金 4 4,250
その他 8 9,637

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
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■    財務状況　平成２７年度　資金収支計算書

科目　 決算額（百万円）
学生生徒等納付金・手数料収入 15,842 
寄付金収入 53 
補助金収入 1,231 
その他の収入 10,580

資金収入調整勘定 △ 4,856 
前年度繰越支払資金 8,203 
収入の部合計 31,054 

科目　 金額（百万円）
固定資産 60,173 

有形固定資産 40,980 
特定資産 3,878 
その他の固定資産 15,316 

流動資産 10,851 
資産の部合計 71,024 

科目　 金額（百万円）
固定負債 10,331 
流動負債 5,426 
純資産 55,267 

基本金 77,505 
繰越収支差額 △ 22,238 

負債及び純資産の部合計 71,024 

科目　 決算額（百万円）
人件費支出 9,953 
教育研究経費支出 4,084 
管理経費支出 970 
施設・設備関係支出 551 
その他の支出 6,967 
資金支出調整勘定 △ 737 
翌年度繰越支払資金 9,264 
支出の部合計 31,054 

科目　 決算額（百万円） 比率
教育活動収入計 18,095 98.4%
教育活動支出計 17,294 94.0%
教育活動収支差額 800 -
教育活動外収入計 230 1.3%
教育活動外支出計 116 0.6%
教育活動外収支差額 115 -
経常収支差額 915 -
特別収入計 65 0.4%
特別支出計 5 0.0%
特別収支差額 60 -
基本金組入前当年度収支差額 975 5.3%
基本金組入額合計 △1,653 △ 9.0%
当年度収支差額 △ 678 △ 3.7%
前年度繰越収支差額 △ 21,560 -
基本金取崩額 0 -
翌年度繰越収支差額 △ 22,238 -
（参考）
事業活動収入計 18,390 100.0%
事業活動支出計 17,415 94.7%

平成２７年度　事業活動収支計算書（事業活動収入構成比率）
科目　 決算額（百万円）
教育活動資金収入計 18,088
教育活動資金支出計 15,008
差引 3,080
調整勘定等 △ 211
教育活動資金収支差額 2,869
施設整備等活動資金収入計 547
施設整備等活動資金支出計 1,251
差引 △ 704
調整勘定等 355
施設整備等活動資金収支差額 △ 349
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） 2,520

その他の活動資金収入計 4,065
その他の活動資金支出計 5,523
差引 △1,458
調整勘定等 0
その他の活動資金収支差額 △1,458
支払資金の増減額（小計＋
その他の活動資金収支差額） 1,062

前年度繰越支払資金 8,203
翌年度繰越支払資金 9,264

平成２７年度　活動区分資金収支計算書

貸借対照表（平成２８年３月３１日）

収入の部 支出の部

資産の部 負債・純資産の部

＊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。

＊ 「活動区分資金収支計算書」は、資金収支計算書の決算額を３つの活動に区分した附属表です。学校の本業である「教育活動」に係

る学納金、人件費、教育研究経費等の収支、「施設整備等活動」として施設設備投資とその財源の収支、「その他の活動」として財務

活動、収益事業に係る活動、預り金の受払い等を計上しています。

＊ 「事業活動収支計算書」は、学校法人における事業活動を経常的なものと臨時的なものに区分し、更に経常的なものは「教育（研究

を含む）活動収支」と「教育活動外収支」に区分し、また臨時的なものは「特別収支」として把握することとしています。基本金組

入前当年度収支差額は、学校の採算性を示す企業会計の当期利益率に近い比率です。なお詳細は、本学のホームページで公開してい

ます。
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