
奈 良 先 端 科 学 技 術 大 学 院 大 学

住所：

TEL：

【基本情報】 
創立年

学長

学部

大学院研究科数 教育関係共同利用拠点数 面積 土地 ㎡

附属病院規模 床 共同利用・共同研究拠点数 建物（延べ） ㎡

附属学校数 国際共同利用・共同研究拠点数 -

学生数　 教職員数

学部 人 修士・専門職 人 常勤教員総数　 人

専攻科 人 博士課程 人 （附属病院系教員） 人

別科 人 学生数のうち留学生数 人 常勤職員総数 人

（医療系職員） 人

【財務情報】 （単位：百万円）

【貸借対照表】 【損益計算書】 【収入内訳】

 固定資産  経常費用  運営費交付金

 （土地）  （業務費）  施設整備費補助金

 （建物）  （一般管理費）  学納金収入

 （投資有価証券）  経常収益  附属病院収入

 流動資産  経常利益  長期借入金収入

 （現金及び預金）  臨時損益  産学連携等研究収入及

 （未収入金）  当期純利益（純損失）  び寄附金収入等

 （有価証券）  目的積立金等取崩額  その他

 資産の部合計  当期総利益（総損失）  収入計

 固定負債

 （長期借入金等） 【キャッシュ・フロー計算書】 【附属病院セグメント】

 流動負債  業務活動によるキャッシュ・フロー  業務費用

 （未払金等）  投資活動によるキャッシュ・フロー  業務収益

 負債の部合計  財務活動によるキャッシュ・フロー  業務損益

 純資産の部合計  資金期首残高 【債務償還関係支出】

 負債・純資産の部合計  資金期末残高  長期借入金償還金

【財務指標等】 

人件費比率（％）

自己収入比率（％）

教育経費比率（％）

研究経費比率（％）

学生一人当たり教育経費（千円）

教員一人当たり研究経費（千円）

附属病院業務費用回収率（％）

減価償却累計率（％）

附属病院資産収益率（％）

附属病院債務償還負担度（％）

教員一人当たり学生数（人）

大学院生割合（％）

2,071,836

岡山大学
岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号

086-252-1111

令和2年度　現在　（学長については令和2年10月1日現在）

8

文学部,教育学部,法学部,経済学部,理学部,医学部,歯学部,薬学部,工学部,環境理工学部,農学部

槇野博史

昭和24年

1

平成29年4月　就任

2661,184

2,486

519,395

1,738 1,457

令和元年度分

855

4

10,105

12

2

決算額　

112,793 68,322 18,307

1,440

632

1,812 68,534 33,420

19

17,959 211 -

51,835 66,852 1,613

38,554 1,299 7,042

- 46 2,620

130,752 223 69,343

11,179 △ 34

6,434 176
6,341

53,605 △ 3,023 35

77,146 7,739

130,752 7,679 2,082

36,788

19,204

16,816 4,766 38,840

6,584 △ 1,803 38,876

71.9 （70.7）

53.4 （50.7）

 財務諸表、決算報告書、附属明細書より要約、抜粋

平成26年度〜令和元年度

［６年間の推移］

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

51.0 （50.8） 52.0 （51.0） 52.7 （51.6） 52.9 （51.1） 52.7 （50.1）

3.9 （4.4） 3.8 （4.3） 3.7 （4.2）4.4 （5.1） 4.7 （4.8） 4.0 （4.5）

69.1 （66.6） 68.8 （67.3） 70.3 （68.7） 70.0 （69.4） 71.1 （70.1）

11.0 （9.5） 11.0 （9.5） 11.2 （9.3）13.4 （10.4） 12.0 （9.9） 11.6 （9.6）

204 （243） 197 （244） 196 （245）220 （267） 244 （259） 203 （242）

5,049 （4,914） 5,110 （4,955） 5,370 （5,035）5,978 （5,276） 5,499 （5,042） 5,343 （4,851）

86.9 （87.5） 87.1 （88.0） 86.4 （88.5）86.6 （84.9） 87.8 （85.4） 88.6 （86.8）

60.1 （56.4） 64.0 （58.5） 65.6 （60.6）50.2 （48.6） 54.4 （50.8） 56.6 （54.1）

99.8 （95.0） 106.0 （9.1） 108.9 （103.6）90.7 （84.7） 97.1 （88.0） 94.3 （91.4）

7.3 （6.9） 6.6 （6.2） 6.1 （5.7）8.3 （7.9） 7.6 （7.5） 7.2 （7.3）

8.6 （9.2） 8.9 （9.2） 8.9 （9.2）8.6 （9.4） 8.6 （9.3） 8.7 （9.2）

  （ ）は特性区分における平均を示しております。

 「教育経費」、「研究経費」には、人件費等が含まれていないことに留意する必要があります。

29.2 （22.5） 29.4 （22.6） 28.6 （27.7）28.6 （22.2） 28.7 （22.2） 29.0 （22.3）


