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財務レポート2017を作成するにあたって

平成28年度より国立大学法人は、第3期中期目標期間がスタート
しました。第3期中期目標期間において、本学は、エビデンスに基づ
いて自ら改善･発展する仕組みを構築することにより、自らの強み・
特色を最大限活かしながら持続的な競争力を発揮し、高い付加価値
を生み出す大学を目指して更なる機能強化に取り組んでいきます。

「人が人を育てる北海道教育大学」は、従来から「Students-first」
を合い言葉に「学生を中心に据えた大学」「学生を鍛える大学」として、
様々な取組みを行ってきました。例えば、本学が今力を入れて取り組
んでいる「基金事業」は、全て学生の成長を助けるために使われてい
ます。すなわち、教師としての実践的指導力を鍛えるために学ぶ教員
養成課程の学生、そして、グローバル化した社会や少子高齢化した
社会に出て地域を活性化するための理論と実践を学ぶ国際地域学科
及び芸術・スポーツ文化学科の学生、そのような学生の奨学金として、
あるいは活動支援経費として基金が使われています。これまで多くの
企業・団体、同窓会、学生の保護者及び教職員をはじめとする、本
学を思う様々な方々からご寄附を賜り、延べ600名以上の学生に奨
学金を支給する等、大変有意義な基金事業を行っております。

本学は、「教員養成課程（札幌・旭川・釧路キャンパス）」に加えて「国
際地域学科（函館キャンパス）」と「芸術・スポーツ文化学科（岩見沢キャ
ンパス）」を設置しています。教員養成の拠点大学として教員を養成
することはもとより、グローバルな視点をもって地域を活性化する人
材、芸術やスポーツ文化を通じて人々に豊かな生活を提案できる人材
の養成を通じて、地域の成長・発展を牽引する大学として、「地域か
ら頼りにされる大学」を目指しています。

その一方で財政面に目を向けますと、本学は、国立大学法人であ
ることから、基本的には国からの運営費交付金により大学運営を行っ
ています。この運営費交付金に関していえば、この1・2年は減額がと
まり、やや増える方向に向いていますが、法人化された平成16年度
から見れば、国立大学全体でおよそ1,470億円が減額されています。
その分、自己収入の増加及び外部資金の獲得等経営力の強化が求め
られており、本学のような教員養成を主たる目的とする地域の大学に
とって、大変厳しい状況下にあるといわざるを得ません。今後も、財
務諸表における様々な指標を基に将来を見据えた経営を心がけ、よ
り効率的な運営を行うべく努力してまいりますので、皆様のご理解と
ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

平成29年11月
　北海道教育大学長　蛇　穴　治　夫
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　平成28年度は、各種補助金が事業の進行に伴い減少したため、経常収益が減少しましたが、損益計算にお
いては当期総利益を計上しているように、必要な経費は十分に確保しているため、大学運営に大きな影響を
与えるものではありません。
　また、「Students-first」を合い言葉に、これまで同様教育に係る経費の財源確保に努め、授業料免除を拡
充する等の学生支援を積極的に行うとともに、限られた予算の中で計画的に固定資産の取得・整備を行いま
した（減価償却・除却により総額は減少しています）。
　今後も、引き続き厳しい財政状況ではありますが、一層の財源獲得に努め、教職員一丸となって、教育･
研究活動の充実･発展のために更なる改善･効率化を図ります。そして、本学が持つ強み・特色を最大限に生
かした、本学ならではの機能強化に取り組みます。

　運営費交付金は、「基幹運営費交付金」と、教職員の退職手当等の義務的な要素が強い経費について、各
大学個別に積算される「特殊要因運営費交付金」から構成されています。なお、第3期中期目標・中期計画
期間においては、各大学の機能強化の方向性に応じた取組みをきめ細かく支援することを目的として、運営
費交付金の中に「3つの重点支援の枠組み」が新設されました。基幹運営費交付金から約1％（本学は0.8％）
をあらかじめ減額し、これにより生じた約100億円の予算を、各大学の取組みの評価結果に応じ傾斜配分さ
れる制度です。本学では、「地域貢献」の取組みに対し、7.8％の増額配分を獲得しました。

平成28年度の決算について
概況

運営費交付金について
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　国立大学法人は、「『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』報告書」に従って会計を
行い、国民に対して、その財政状態及び運営状況を明らかにするため、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、
利益の処分に関する書類、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書）を作成する
こととされています。

（単位：百万円）

平成29年3月31日における本学
の財政状態を示すもので、平成
16年の法人化移行時に国から引
き継いだものも含めて、すべて
の資産、負債及び純資産の状況
を表します。

平 成28年4月1日 ～ 平 成29年3
月31日における本学の資金の流
れを、一定の活動別に区分して
表します。

平 成28年4月1日 ～ 平 成29年3
月31日の本学の事業規模を明ら
かにするもので、本学の教育・
研究等の業務運営に要した費
用、運営費交付金・自己収入等
による収益や利益の発生状況を
表します。

本学の教育・研究等の業務運営
に要した費用のうち、どの程度
国民負担により賄われたかを表
します。

損益計算書により算定された当
期未処分利益の処分内容を表し
ます。

財務諸表ダイジェスト

貸借対照表

キャッシュ・フロー計算書

損益計算書

国立大学法人等業務実施
コスト計算書

利益の処分に関する書類

（48,240）
【借方】

（10,875）
【借方】

（48,240）
【貸方】

（10,875）
【貸方】

資産
48,240

負債
7,689

純資産
40,551

（当期未処分利益）
（79）

当期未処分利益
79

目的積立金　68

積立金　10経常費用
10,796 経常収益

10,875

当期総利益　79

損益計算書上
の費用
10,796

自己収入等
3,636

国立大学法人等
業務実施コスト

7,715

555

当期未処分利益 79 百万円
の 内、68 百 万 円 を「 目 的
積立金」として承認申請し
ます。目的積立金は、文部
科学大臣より承認された後、
本学の教育研究に係る業務
に使用することが可能とな
ります。

損益計算書上には計上されない
費用相当額
　・損益外減価償却相当額
　・損益外減損損失相当額
　・損益外利息費用相当額
　・損益外除売却差額相当額　
　・引当外賞与増加見積額
　・引当外退職給付増加見積額
　・機会費用

現金預金期首残高
832

現金預金期末残高
1,212

収入
10,611

支出
10,231
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　本学では厳しい財政状況の中、経費の節減・自己収入の増加に努め、学生に対する教育に必要な経費を確
保し、積極的に教育サービスを提供しています。

学生一人当たりの教育に関する経費
　 1,510千円  学生等の教育に関する経費（8,131,875千円）÷学生数（5,384人）　※平成27年度 1,520千円

　授業料（535,800円）の外に、年間約100万円の経費を投資し学生を養成
　学部卒までに授業料と合わせ約600万円を投資

学生一人当たりの教員数
　 0.07人  常勤教員数（附属学校を除く）（367人）÷学生数（5,384人）　※本学を含めた教育系学部のみで構成される11大学 0.07人

　【参考】教員一人当たりの学生数 14.7人  ※本学を含めた教育系学部のみで構成される11大学 14.5人

学生等の教育に関する経費

学生支援の取組み

業務費用に占める学生等の教育に関する経費の割合
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

業務費用 10,429,750千円 10,210,368千円 10,323,008千円 11,571,325千円 11,186,876千円 10,796,070千円
学生等の教育に関する経費 7,745,533千円 7,614,879千円 7,713,532千円 8,733,298千円 8,282,715千円 8,131,875千円
業務費用に占める割合 74.26% 74.58% 74.72% 75.47% 74.04% 75.32%

修学に要する費用
項　目 金　額
入学料 282,000円

授業料
（前期分）267,900円
（後期分）267,900円
（年　額）535,800円

授業料の免除
経済的理由によって、授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生に対し、授業料の全額、半額又は一部（4分の1）
を免除しました（前期後期累計　2,097人）。

　 394,463千円  ※平成27年度　356,031千円

学内ワークスタディ実施経費
本学では、学生に大学から報酬を支払う学内ワークスタディを実施しています。より良い大学づくりに向けて、就業体験（アルバ
イト）・報酬を生活費やテキスト代に充てるなどの経済的支援を目的とするものです。一定の条件を満たす学生が、授業の空き時間
を利用して学内の希望する業務に従事・協力しています。

　 9,328千円  ※平成27年度　8,818千円

■報酬・委託・手数料
・ 施設及び構内環境を維持・管理するための業務
　（清掃業務、警備業務等）費用
・ 事業協力者へ支払う謝金等
290,333千円  

■奨学費
・ 入学料・授業料免除及び留学に係る奨励費等
418,432千円  

■その他
・福利厚生費、行事費等
315,842千円  

■教員人件費
6,050,172千円  

■消耗品費・備品費・賃借料・印刷製本費
・ 授業及び課外活動等で使用する物品（教材、OA

機器、理化学機器等）の購入・借用費用
・ 印刷物（学生便覧、開設科目一覧等）の製作費用
453,008千円  

■水道光熱費

251,682千円  

■旅費交通費・通信運搬費
・ 校外で授業及び学生指導を実施する際の教職員交

通費及び宿泊費等
・ 学外へ郵便等を発送・受領する際の送料及び電話

料金等の通信費用
163,996千円  

■保守費・修繕費
・ 建物等の施設及び授業用設備機器等の点検・整

備・修理費用
188,392千円  

ラーニングコモンズ什器等整備
（釧路キャンパス）

フィールドワーク（稲作体験塾）

屋上防水改修工事（岩見沢キャンパス）

学生等の教育に
関する経費

8,131,875千円
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　本学では学生がしっかりと働くことの意義について自分から向き合い、希望する進路に歩むことができる
ように、就職支援セミナーや志望分野ごとの講座を設けたり、合同企業説明会を開催したりと、さまざまな
事業で学生をバックアップしています。

平成28年度卒業・修了者の就職状況（H29.5.1現在）

所属課程別就職状況

主な就職先

教員
407名
（56.3％）公務員

93名
（12.9％）

民間企業
97名
（13.4％）

進学
71名
（9.8％）

その他
55名（7.6％）

総数
723名

教員
25名
（13.4％）

公務員
23名
（12.3％）

民間企業
86名
（46.0％）

進学
27名
（14.4％）

その他
26名
（13.9％）

総数
187名

教員
45名
（13.9％）

公務員
66名
（20.4％）

民間企業
156名
（48.1％）

進学
19名
（5.9％）

その他
38名
（11.7％）

総数
324名

教員
30名
（36.1％）

公務員
4名（4.8％）

民間企業
14名
（16.9％）

進学
2名（2.4％）

その他
12名
（14.5％）

総数
83名

現職
21名
（25.3％）

教員養成課程卒業者の就職状況（札幌校・旭川校・釧路校）

教員養成課程以外卒業者の就職状況（岩見沢校）

教員養成課程以外卒業者の就職状況（函館校）

修士課程（専門職学位課程を除く）修了者の就職状況

民間企業
業種 企業名称

建設業 ㈱北王
製造業 総合商研㈱

㈱菊水
東洋印刷㈱

電気・ガス・
熱供給・製造業

北海道電力㈱
函館酸素㈱

情報通信業 ㈱インテリジェンスビジネスソリューションズ
パナソニックESネットワークス㈱
㈱アイティ・コミュニケーションズ
㈱北海道アルバイト情報社
北日本コンピュータサービス㈱
富士通エフアイピー㈱
北海道文化放送㈱
㈱北海道新聞社
北海道放送㈱

運輸業・
郵便業

日本航空㈱
全農物流㈱
苫小牧埠頭㈱
北海道中央バス㈱
日本郵政㈱
東日本旅客鉄道㈱
北海道旅客鉄道㈱
㈱JALスカイ札幌

卸売業・
小売業

㈱ニトリ
大丸藤井㈱
㈱きのとや
㈱ローソン
石屋製菓㈱
トヨタカローラ八戸 ㈱
㈱オルゴール堂

㈱テーオー小笠原
㈱大塚家具
㈱北一硝子
㈱サッポロドラッグストアー
生活協同組合コープさっぽろ
㈱ホンダベルノ福井
六花亭製菓㈱
㈱アインファーマシーズ
DCMホーマック㈱
マックスバリュ北海道㈱

金融業・
保険業

㈱北海道銀行
㈱北洋銀行
渡島信用金庫
SMBCフレンド証券㈱
野村證券㈱
㈱みちのく銀行
青い森信用金庫
㈱岩手銀行
函館商工信用組合
㈱青森銀行
第一生命保険㈱
明治安田生命保険 相互会社
日本生命保険相互会社
損害保険ジャパン日本興亜㈱

不動産取引・
物品賃貸業

日本管財㈱
三井不動産リアルティ札幌㈱

学術研究・専門
技術サービス業

綱木保利税理士事務所
㈱環境公害分析センター

宿泊業・飲食
サービス業

野口観光㈱
㈱京王プラザホテル 札幌
鶴雅リゾート㈱
岡山プラザホテル㈱

　 ㈱イーストン
生活関連サー
ビス業・娯楽
業

㈱JTB北海道
㈱エイチ・アイ・エス
㈱マイナビ
イオンエンターテイメント㈱
㈱あいプラン
㈱ジュリアンヌ
札幌ドーム㈱

教育・
学習支援業

国立大学法人北海道教育大学
国立大学法人北海道大学
北海道公立大学法人札幌医科大学
学校法人北星学園北星学園大学
独立行政法人国際協力機構（JICA）
㈱進学会
㈱ファミリー
㈱練成会
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

医療・福祉 社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院
社会福祉法人函館市社会福祉協議会
社会福祉法人いずみ野福祉会
社会福祉法人後志報恩会
公益財団法人八戸市総合検診センター
社会福祉法人札幌麦の子会
㈱日本保育サービス

複合
サービス業

ホクレン農業協同組合連合会
JAさっぽろ（札幌市農業協同組合）
公益財団法人北海道農業公社
日本郵便㈱
北海道中央農業共済組合
とぴあ浜松農業協同組合

教　員
北海道

札幌市

青森県

岩手県

秋田県

山形県

茨城県

群馬県

埼玉県

千葉県・千葉市

神奈川県

横浜市

相模原市

新潟県

富山県

石川県

滋賀県

和歌山県

島根県

広島県・広島市

香川県

長崎県

公務員
国家公務員 総合職

国家公務員 一般職

国税専門官

自衛隊

北海道警察

北海道

青森県

札幌市

帯広市

函館市

苫小牧市

岩見沢市

釧路市

旭川市



基金の収支状況

■キャンパス指定事業
当該キャンパスが実施する公開講座等開催の支援事業、修学環境整備事業、課外活動支援事業等へのご寄附です。

 

【主な取組み】
函館校市民公開講座
（公開講座等開催の支援事業）
　 新日本スーパーマーケット協会・

北洋銀行「寄附特別講座」の実施
（1,635千円）

【主な取組み】
岩見沢校サッカー部補助
（課外活動支援事業）
　 活動補助費用の一部に充当

（1,228千円）

平成28年度収支状況
寄附金受入額 15,174千円
支援実績額 10,919千円
差引収支額 4,255千円 活用事業例

■育英事業
成績が優秀な学生に対する奨学金の支
給事業へのご寄附です。

【主な取組み】
① 優秀な大学院生（現職

教員以外）10名へ奨学
金を給付（1,000千円）

② 優秀な学部学生15名へ
奨学金を給付（1,500
千円）

平成28年度収支状況
寄附金受入額 4,029千円
支援実績額 2,736千円
差引収支額 1,293千円

 活用事業例

　北海道教育大学基金は、教師をめざす、あるいは地域社会の様々な分野で活躍しようとする学生を支援す
るために、平成18年12月に基金を創設し、募金活動を実施してまいりました。本学では、引き続き「教員と地
域人材の養成を通じて、地域の成長・発展を牽引する大学」の実現に努めてまいりますので今後とも一層のご
理解、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

■活動報告等詳細については、こちらをご参照願います。
　北海道教育大学基金　http://www.hokkyodai.ac.jp/fund/
　基金だより　　　　　http://www.hokkyodai.ac.jp/fund/kikindayori.html
■寄附方法等について ※北海道教育大学基金の修学支援事業へのご寄附については、税額控除の対象となります。
　クレジットカードによる寄附　　http://www.hokkyodai.ac.jp/fund/payment.html
　郵便振替・銀行振込による寄附　http://www.hokkyodai.ac.jp/fund/contact.html
　北教大古本募金　　　　　　　　http://www.furuhon-bokin.jp/hokkyodai/
■お問い合わせ先
　北海道教育大学基金事務室
　　〒002-8501 札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号　北海道教育大学総務部総務課内
　　TEL：011-778-0206・0915 ／ FAX：011-778-0631 ／ E-mail：s-somu@j.hokkyodai.ac.jp

■修学支援事業
経済的理由により修学困難な学生に対
する授業料の減免、奨学金の支給及び
学生の海外留学に係る渡航費用を一部
補助する事業へのご寄附です。

 

【主な取組み】
① 経済的理由により修学困難

な学生4名に対する授業料
を減免（528千円）

② 経済的理由により修学困難
な学生2名に対する奨学金
給付（200千円）

平成28年度収支状況
寄附金受入額 2,479千円
支援実績額 732千円
差引収支額 1,747千円

 活用事業例

北海道教育大学基金へのご支援のお願い

6

　平成18年12月に設立された北海道教育大学基金は、北海道における人づくりと本学に関心と関わりをも
つ広汎な方々にご支援を賜り、優れた教師や地域社会に貢献する人材の育成事業に活用させていただいてお
ります。

北海道教育大学基金の取組み

北海道教育大学基金による事業の概要

平成28年度基金の収支状況
寄附金受入額合計 21,683千円
支援実績額合計 14,388千円

平成18年12月の基金創設時から、平成29年3月までの収支状況
寄附金受入額合計 112,939千円
支援実績額合計 90,451千円
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平成28年度資産の取得・整備状況

北海道の広域性に対応した多拠点同時型アクティブ・ラーニングを確立し、教員養成機能の充実・強化を
促進することを目的として、これまで課題であった「距離感」の解消及び「臨場性」の向上を実現する自動
追尾型双方向遠隔授業システムを整備・更新しました。

平成27年度の附属図書館旭川館に続き、附属図書館釧路館において、自学自習スペース及び学生の共同コミュ
ニケーションスペースを設け、学生が個人またはグループで主体的・能動的に学習できる環境を整備しました。

政府の「インフラ長寿命化基本計画」を踏まえ、本学では計画的な施設マネジメントに基づき、安全・安
心且つ教育研究の質を向上させるための環境構築に取組みました。

教職大学院双方向遠隔授業システム整備・更新

附属図書館釧路館ラーニングコモンズ整備

施設営繕事業

教室全景（函館キャンパス）

改修前

改修前

改修後

改修後

グループ学習室

岩見沢校多目的ホール耐震改修工事

音声自動追尾型カメラ

自習室

岩見沢校第一体育館耐震改修工事 岩見沢校トレーニング室耐震改修工事

フリースペース

附
属
旭
川
学
校
園

駐
車
場
舗
装
改
修
工
事

附
属
釧
路
小
中
学
校

防
球
ネ
ッ
ト
改
修
工
事
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財務諸表の概要①（貸借対照表）

財務諸表の概要②（損益計算書）

平成27年度 平成28年度 対前年比

資
産
の
部

固定資産 47,684 46,883 ▲ 801
有形固定資産 47,604 46,804 ▲ 800

土地 29,667 29,667 0
建物 13,495 12,873 ▲ 622
構築物 359 344 ▲ 15
機械装置 3 1 ▲ 2
工具器具備品 837 693 ▲ 144
図書 2,968 2,966 ▲ 2
美術品・収蔵品 224 230 6
車両運搬具 48 27 ▲ 21
建設仮勘定 － － －

無形固定資産 72 71 ▲ 1
ソフトウェア 72 71 ▲ 1

投資その他の資産 6 6 0
その他 6 6 0

流動資産 1,190 1,357 167
現金及び預金 832 1,212 380
未収入金 71 75 4
未収学生納付金収入 61 58 ▲ 3
有価証券 215 － ▲ 215
その他 10 11 1

資産の部合計 48,875 48,240 ▲･635

平成27年度 平成28年度 対前年比
経常費用 11,186 10,796 ▲ 390

業務費 10,793 10,467 ▲ 326
教育経費 2,039 1,943 ▲ 96
研究経費 379 280 ▲ 99
教育研究支援経費 157 138 ▲ 19
受託研究費 7 10 3
共同研究費 － 2 2
受託事業費 39 57 18
役員人件費 190 99 ▲ 91
教員人件費 6,085 6,050 ▲ 35
職員人件費 1,892 1,886 ▲ 6

 一般管理費 392 324 ▲ 68
雑損 0 3 3

臨時損失 6 0 ▲ 6

当期総利益（当期総損失） 4 79 75

計 11,197 10,875 ▲･322

平成27年度 平成28年度 対前年比

負
債
の
部

固定負債 6,315 6,282 ▲ 33
資産見返負債 6,136 5,988 ▲ 148
長期寄附金債務 125 125 0
長期未払金 53 32 ▲ 21
資産除去債務 － 135 135

流動負債 1,298 1,406 108
運営費交付金債務 － 51 51
寄附金債務 200 186 ▲ 14
未払金 952 1,014 62
その他 146 153 7

負債の部合計 7,613 7,689 76

純
資
産
の
部

資本金 41,257 41,257 0
資本剰余金 ▲ 128 ▲ 899 ▲ 771

資本剰余金 9,261 9,306 45
損益外減価償却累計額 ▲ 9,387 ▲ 10,197 ▲ 810
損益外減損損失累計額 ▲ 2 ▲ 2 0
損益外利息費用累計額 － ▲ 6 ▲ 6

利益剰余金 132 193 61
前中期目標期間繰越積立金 0 114 114
目的積立金 － － －
積立金 127 － ▲ 127
当期未処分利益（当期未処理損失） 4 79 75

純資産の部合計 41,261 40,551 ▲･710
負債・純資産の部合計 48,875 48,240 ▲･635

平成27年度 平成28年度 対前年比
経常収益 11,143 10,875 ▲ 268

運営費交付金収益 6,861 6,916 55
授業料収益 2,703 2,711 8
資産見返運営費交付金等戻入 210 198 ▲ 12
公開講座収益 1 0 ▲ 1
入学金収益 385 392 7
検定料収益 88 86 ▲ 2
受託研究収益 7 10 3
共同研究収益 － 2 2
受託事業収益 39 57 18
寄附金収益 63 76 13
資産見返寄附金戻入 25 24 ▲ 1
補助金等収益 442 101 ▲ 341
資産見返補助金等戻入 68 65 ▲ 3
施設費収益 51 22 ▲ 29
雑益他 193 209 16

臨時利益 16 － ▲ 16
目的積立金取崩額 37 － ▲ 37

計 11,197 10,875 ▲･322

（単位：百万円）

（単位：百万円）

※経常費用には50万円以上の設備等・図書は含まれていません。

■経常費用（損益計算書） ■経常収益（損益計算書）

●建物：▲622百万円
　　資産除去債務計上による増加（129百万円）
　　建物減価償却累計額の増加（▲838百万円）
●工具器具備品：▲144百万円
　　教職大学院双方向遠隔授業システム（24百万円）
　　工具器具備品減価償却累計額（▲182百万円）　
●現金及び預金：380百万円
　　国債満期償還による増加（215百万円）
●有価証券：▲215百万円
　　国債満期による減少

●教育経費：▲96百万円
　　報酬委託費（平成27年度PCB処理）の減少
●研究経費：▲99百万円
　　報酬委託費（平成27年度PCB処理）の減少
●役員人件費：▲91百万円
　　退職手当支払額の減少

●資産見返負債：▲148百万円
　　償却資産の減価償却及び除却による減少
●資産除去債務：135百万円
　　建物の一部に使用されているアスベスト除去費用見積額を新規に計上
●損益外減価償却累計額：▲810百万円
　　施設費を財源とした固定資産の減価償却累計額
●前中期目標期間繰越積立金：114百万円
　　積立金から振替（114百万円）
●積立金：▲127百万円
　　国庫納付（▲18百万円）
　　前期利益剰余金から振替（4百万円）
　　前中期目標期間繰越積立金へ振替（▲114百万円）

●運営費交付金収益：55百万円
　　受入額の増加
●補助金等収益：▲341百万円
　　受入額の減少

主な増減理由

主な増減理由

人件費
8,036百万円
（74.5％）

教育経費
1,943百万円
（18.0％）

研究経費
280百万円
（2.6％）

教育研究支援経費
138百万円
（1.3％）

一般管理費
324百万円（3.0％）

雑損
3百万円（0.0％）

受託研究費・共同研究費・受託事業費
69百万円（0.6％）

経常費用
10,796百万円

経常収益
10,875百万円

運営費交付金収益
6,916百万円
（63.6％）

学生納付金収益
3,190百万円
（29.3％）

補助金等収益
101百万円
（0.9％）

施設費収益　22百万円（0.2％）
受託研究収益等　69百万円（0.7％）

その他
292百万円（2.7％）

雑益
209百万円（1.9％）

寄付金収益
76百万円（0.7％）
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財務諸表の概要③（キャッシュ・フロー計算書）

財務諸表の概要⑤（業務実施コスト計算書）

区　　分 平成27年度 平成28年度 前年比
業務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 815 323 1,138
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 575 85 660
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 25 ▲ 28 ▲ 3
資金の増加・減少額 ▲ 1,415 379 1,794
資金期首残高 2,247 832 ▲ 1,415
資金期末残高 832 1,212 380

　本学では、授業料などの自己収入のほかに、国から
交付を受ける運営費交付金や補助金等により業務を
行っています。
　平成28年度は補助金の交付額が減少したため業務実
施コストは前年と比較し、約4円の減少となりました。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

●業務活動によるキャッシュフロー：＋1,138百万円
　　業務費及び一般管理費の支出が減少したため

●投資活動によるキャッシュ・フロー：＋660百万円
　　国債が満期償還したため
　　固定資産の取得により支出が減少したため

●資金の増加・減少：＋1,794百万円
　　業務費及び一般管理費の支出が減少したため

●業務費用：▲410百万円
●損益計算上の費用▲397百万円
　　補助金の減少により、事業に費やした費用が減少したため

●引当外退職給付増加見積額：▲208百万円
　　見積額の減少によるもの

主な増減理由

主な増減理由

区　　分 平成27年度 平成28年度 前年比
業務費用 7,569 7,159 ▲ 410

損益計算上の費用 11,193 10,796 ▲ 397
（控除）自己収入 ▲ 3,623 ▲ 3,636 ▲ 13

損益外減価償却相当額 765 825 60
損益外利息費用相当額 － 6 6
損益外除売却差額相当額 1 6 5
引当外賞与増加見積額 11 0 ▲ 11
引当外退職給付増加見積額 ▲ 100 ▲ 308 ▲ 208
機会費用 0 25 25
（控除）国庫納付額 － － －
業務実施コスト 8,247 7,715 ▲ 532

国民１人当たりの負担となるコスト
　 約62円  ※平成27年度　約66円

　（人口　125,020千人　平成28年10月現在）

財務諸表の概要④（利益の処分に関する書類）
　利益の処分に関する書類は、国立大学法人の運営によって生み出された利益（損益計算書：当期総利益、貸
借対照表：当期未処分利益）を国立大学法人がどう処分するか公表する財務諸表です。
　貸借対照表及び損益計算書から導かれた数字がマイナス（赤字）の場合は「損失の処理に関する書類」となります。
　国立大学法人が獲得した利益（当期未処分利益＝当期総利益）のうち、経営努力の認定を受けたものについ
ては、目的積立金として、中期計画で定められた使途の範囲内において、国立大学法人が自主的な判断により
使用することができます。
　認定されなかった額については、積立金となり、現金支出を伴う業務には使用できないこととなります。
　なお、平成28年度に目的積立金として計上した68百万円については、教育研究の質の向上及び組織運営の改
善に対して計画的に充当していく予定です。
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■自己収入の推移

財務諸表の概要⑥（決算報告書（決算ベース））
区　　分 平成27年度 平成28年度

運営費交付金 6,869 6,970
施設整備費補助金 333 50
船舶建造費補助金 0 0
補助金収入 442 127

大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業費 44 31（旧国立大学財務・経営センター施設費交付金）

自己収入 3,159 3,088
授業料、入学金及び検定料収入 2,975 2,910
附属病院収入 0 0
財産処分収入 0 0
雑収入 184 178

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 112 132
引当金取崩 58 0
長期借入金収入 0 0
貸付回収金 0 0
目的積立金取崩 270 0

計 11,287 10,398

区　　分 平成27年度 平成28年度
業務費 10,361 9,926

教育研究経費 10,361 9,926
診療経費 0 0

施設整備費 377 81
船舶建造費 0 0
補助金 442 127
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 103 145
貸付金 0 0
長期借入金償還金 0 0
大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業費納付金 0 0

計 11,283 10,279

収入－支出 4 119

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成16年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成28年度平成18年度平成17年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成26年度 平成27年度

3,055

3,551 3,493 3,497 3,482 3,521
3,422 3,401 3,381 3,321 3,289
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■運営費交付金収入の推移

（単位：百万円）
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7,516
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7,549 7,430

7,178
6,947 6,945 6,850

7,175
6,871 6,869 6,970

　大学の業務運営の基礎財源として毎事業年度、国から交付される運営費交付金は、国の厳しい財政状況に
より年々減少傾向にあります。

　授業料免除の拡充及び平成27年度以降入学定員の削減により減少傾向にあります。

【収入】 【支出】
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平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
人件費 7,856 7,483 7,195 8,219 8,169 8,036 
業務費 10,056 9,858 9,914 11,137 10,793 10,467 
比率（本学） 78.1% 75.9% 72.6% 73.8% 75.7% 76.8%
比率（11大学） 77.7% 76.4% 73.3% 75.7% 77.4% 78.5%

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
外部資金収益 89 100 94 116 112 145 
経常収益 10,547 10,284 10,375 11,576 11,143 10,875 
比率（本学） 0.8% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.3%
比率（11大学） 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 2.1% 2.2%

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
一般管理費 370 351 408 409 393 324 
業務費 10,056 9,858 9,914 11,137 10,793 10,467 
比率（本学） 3.7% 3.6% 4.1% 3.7% 3.6% 3.1%
比率（11大学） 4.2% 4.1% 4.2% 4.4% 4.3% 3.9%

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
教育経費 1,622,064 1,801,183 1,993,098 2,229,725 2,039,171 1,943,228 
学生当教育経費（本学） 286 319 352 400 374 360
学生当教育経費（11大学） 329 340 420 395 376 346

【参考】
学生数 5,668 5,640 5,659 5,572 5,451 5,384 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
広義研究経費 508,702 517,570 566,658 538,766 510,884 420,315 
教員当研究経費（本学） 900 934 1,015 881 893 755 
教員当研究経費（11大学） 877 910 949 850 795 761

【参考】
教員数 565 554 558 611 572 556 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
外部資金獲得額（本学） 172,451 176,588 181,564 178,471 167,832 177,096 
外部資金獲得額（11大学）129,777 127,839 128,246 130,760 120,786 128,907 
教員当外部資金獲得額（本学） 305 318 325 292 293 318 
教員当外部資金獲得額（11大学） 368 365 367 366 347 373 

【参考】
科研費採択件数 161 177 202 204 204 216 

■業務費に占める人件費の割合

■経常収益に占める外部資金
　（受託研究収益、共同研究収益、寄附金収益）の割合

■教員１人当たりの研究経費
　※研究経費、受託研究費、共同研究費、科学研究費補助金

■業務費に対する一般管理費の割合

■学生一人当たりの教育経費
　※教員人件費は含んでいません

■教員１人当たりの外部資金獲得額
　※受託研究収益、共同研究収益、科学研究費補助金

本学を含めた教育系学部のみで構成される11大学と本学の財務指標を比較したものです。

財務指標による他大学との比較
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札幌から約349km

ウェブサイト　http://www.hokkyodai.ac.jp/kus/
（0154）44-3214（総務グループ）

札幌から約41km

（0126）32-0433（総務･財務グループ）
http://www.hokkyodai.ac.jp/iwa/

札幌から約319km

（0138）44-4411（総務グループ）

札幌駅前サテライト  「hue pocket（ヒューポケット）」

〒060-0005 札幌市中央区北5条西5丁目7 sapporo55 ４階
Tel（011）211‐4100
Fax（011）211‐4891
ウェブサイト　http://www.hokkyodai.ac.jp/satellite/

アーツ＆スポーツ文化複合施設  「HUG（ハグ）＝HUE Universal Gallery」

〒060-0031札幌市中央区北1条東2丁目4番地
Tel（011）300-8989
ウェブサイト http://www2.hokkyodai.ac.jp/iwa/user/?uid=h_universal_gallery

交通
■ＪＲ
・ＪＲ「札幌駅」から徒歩約２分
■ 地下鉄
・地下鉄南北線「さっぽろ駅」から

徒歩約２分

交通
■ 地下鉄
・地下鉄「大通駅」から徒歩 7 分
・地下鉄東西線「バスセンター前駅」から徒歩 5 分

サッポロ
ファクトリー

ユナイテッド
シネマ札幌

HUG

札幌劇団四季

バスターミナル

北1条通り

バスセンター前駅

創
成
川
通
り

大
通
駅

札幌から約137km

ウェブサイト　http://www.hokkyodai.ac.jp/asa/
（0166）59-1204（総務グループ）

札幌校室）

東京
●
●
横浜●

新富士
●
豊橋

名古屋
●

約366km
（東京→名古屋）

約294km
（東京→豊橋）

約146km
（東京→新富士）

約29km
（東京→新横浜）

1312

各キャンパス等所在地

土地・建物の内訳 【単位：㎡】
土地 建物

事 務 局 19,803 12,210 
札 幌 校 267,596 42,558
旭 川 校 230,531 41,066
釧 路 校 165,550 35,276
函 館 校 220,262 44,203
岩 見 沢 校 238,566 29,967 

1,142,308 205,280

入学定員

教 育 学 部

札幌校 270
旭川校 270
釧路校 180
函館校 285
岩見沢校 180

養護教諭特別別科 40
大 学 院 修士課程 135

専門職学位課程 45

※距離数は、JR の営業距離を示す。



Hokkaido University of Education  Financial Report 2017

●平成29年11月発行
●国立大学法人北海道教育大学

〒002-8501　札幌市北区あいの里5条3丁目1-3
TEL（011）778 ー 0310　FAX（011）778ー 0632
URL  http://www.hokkyodai.ac.jp/
※本レポートについては、本学ホームページにも掲載しております。

担　当：財務部財務課財務グループ
E-mail：z-kessan@j.hokkyodai.ac.jp




