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（単位：千円）

資産の部

Ⅰ 固定資産

1 有形固定資産

土地 8,781,300

建物 13,791,828

減価償却累計額 △ 1,607,246 12,184,581

構築物 843,654

減価償却累計額 △ 135,878 707,776

工具器具備品 981,155

減価償却累計額 △ 383,923 597,231

図書 1,322,378

美術品・収蔵品 1,771

車両運搬具 7,111

減価償却累計額 △ 2,076 5,035

有形固定資産合計 23,600,075

2 無形固定資産

ソフトウェア 78,012

電話加入権 176

水道施設利用権 339

特許権仮勘定 13,382

無形固定資産合計 91,910

3 投資その他の資産

長期前払費用 56

預託金 94

その他 722

投資その他の資産合計 874

固定資産合計 23,692,860

Ⅱ 流動資産

現金及び預金 1,688,223

未収学生納付金収入 1,406

徴収不能引当金 △ 435 971

たな卸資産 1,108

未成研究支出金 58,303

未収入金 293,481

前払費用 4,207

流動資産合計 2,046,294

資産合計 25,739,154

貸 借 対 照 表
（平成21年３月31日現在）
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負債の部

Ⅰ 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等 286,103

資産見返補助金等 64,536

資産見返寄附金 61,559

資産見返物品受贈額 2,181,941

特許権仮勘定見返運営費交付金等 4,015

特許権仮勘定見返補助金等 4,809

特許権仮勘定見返寄附金 4,557 2,607,523

長期前受受託研究費等 39,802

長期リース債務 39,611

固定負債合計 2,686,936

Ⅱ 流動負債

運営費交付金債務 152,627

寄附金債務 252,413

前受受託研究費等 45,022

未払金 1,141,186

未払消費税等 808

短期リース債務 12,517

前受金 43,428

預り科学研究費補助金等 6,762

預り金 71,157

賞与引当金 2,805

流動負債合計 1,728,728

負債合計 4,415,665

資本の部

Ⅰ 資本金

地方公共団体出資金 22,361,009

資本金合計 22,361,009

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 286,358

損益外減価償却累計額 △ 1,613,971

資本剰余金合計 △ 1,327,613

Ⅲ 利益剰余金

教育研究環境整備積立金 163,206

当期未処分利益 126,887

（ うち当期総利益 126,887 ）

利益剰余金合計 290,093

資本合計 21,323,489

負債資本合計 25,739,154
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（単位：千円）

経常費用

業務費

教育経費 716,366

研究経費 842,848

教育研究支援経費 236,999

受託研究費等 254,654

受託事業費等 29,140

役員人件費 70,205

教員人件費 3,807,705

職員人件費 826,174 6,784,094

一般管理費 934,133

財務費用

支払利息 1,218 1,218

雑損 3

経常費用合計 7,719,449

経常収益

運営費交付金収益 4,945,619

授業料収益 1,541,298

入学金収益 200,847

検定料収益 69,408

受託研究等収益

国又は地方公共団体からの受託研究等収益 97,067

その他の団体からの受託研究等収益 157,587 254,654

受託事業等収益

国又は地方公共団体からの受託事業等収益 29,140 29,140

補助金等収益 235,840

寄附金収益 115,595

施設費収益 48,245

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 31,907

資産見返補助金等戻入 11,954

資産見返寄附金戻入 13,819

資産見返物品受贈額戻入 219,068 276,749

財務収益

受取利息 1,169

有価証券利息 667 1,836

雑益

研究関連収入 52,220

財産貸付料収益 40,469

損益計算書
（平成20年４月１日～平成21年３月31日）
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公開講座等開催収益 4,866

文献複写料収益 2,651

センター試験経費収益 7,218

その他 10,319 117,746

経常収益合計 7,836,982

経常利益 117,532

臨時損失

固定資産除却損 8,134 8,134

臨時利益

資産見返寄附金戻入 6,247

資産見返物品受贈額戻入 1,886

その他臨時利益 10 8,144

当期純利益 117,543

目的積立金取崩額 9,343

当期総利益 126,887
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（単位：千円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 1,728,030

人件費支出 △ 4,653,806

その他の業務支出 △ 856,325

運営費交付金収入 4,946,000

授業料収入 1,648,296

入学金収入 200,678

検定料収入 69,388

受託研究等収入 293,391

受託事業等収入 29,140

預り金収入 16,907

補助金等収入 278,299

寄附金収入 151,491

その他の収入 119,494

預り科学研究費補助金等の増額 2,870

業務活動によるキャッシュ・フロー 517,795

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金預入による支出 △ 800,000

定期預金払戻による収入 400,000

有価証券の取得による支出 △ 400,000

有価証券の償還による収入 400,000

有形固定資産の取得による支出 △ 358,054

有形固定資産の売却による収入 10

無形固定資産の取得による支出 △ 15,369

投資その他の資産の減少による収入 182

施設費による収入 30,000

　小計 △ 743,230

利息及び配当金の受取額 1,385

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 741,845

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △ 11,245

　小計 △ 11,245

利息の支払額 △ 1,131

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 12,376

Ⅳ 資金増加額（又は減少額） △ 236,426

Ⅴ 資金期首残高 1,524,649

Ⅵ 資金期末残高 1,288,223

キャッシュ・フロー計算書
（平成20年４月１日～平成21年３月31日）
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利益の処分に関する書類

（単位：円）

Ⅰ 当期未処分利益 126,887,128

当期総利益 126,887,128

Ⅱ 利益処分額

積立金 0

地方独立行政法人法第40条第３項により

設立団体の長の承認を受けた額

教育・研究の質の向上及び組織運営の

改善目的積立金 126,887,128 126,887,128 126,887,128
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（単位：千円）

Ⅰ 　業務費用

(1)  損益計算書上の費用

業務費 6,784,094

一般管理費 934,133

財務費用 1,218

雑損 3

臨時損失 8,134 7,727,583

(2)  （控除）自己収入等

授業料収益 △ 1,541,298

入学金収益 △ 200,847

検定料収益 △ 69,408

受託研究等収益 △ 254,654

受託事業等収益 △ 29,140

寄附金収益 △ 115,595

資産見返運営費交付金等戻入（授業料分） △ 31,907

資産見返寄附金戻入 △ 13,819

財務収益 △ 1,836

雑益 △ 65,525

その他臨時利益 △ 10 △ 2,324,044

業務費用合計 5,403,538

Ⅱ 　損益外減価償却相当額 813,787

Ⅲ 　引当外退職給付増加見積額 1,791

Ⅳ 　機会費用

国又は地方公共団体財産の
無償又は減額された使用料
による貸借取引の機会費用 21,349

地方公共団体出資の機会費用 281,426 302,775

Ⅴ 　（控除）設立団体納付額 －

Ⅵ 　行政サービス実施コスト 6,521,893

　　　　行政サービス実施コスト計算書
　　　　　　（平成20年４月１日～平成21年３月31日）
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Ⅰ 重要な会計方針 
 

１ 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 

  期間進行基準を採用しています。 

  なお、退職一時金については費用進行基準を採用しています。 
 

２ 減価償却の会計処理方法 

 (1) 有形固定資産 

   定額法を採用しています。 

   耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としています。 

   なお、リース資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっています。 

   主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 

    建物         ２～４１年 

    構築物        ４～４０年 

    工具器具備品     ２～１５年 

    車両運搬具         ５年 

   また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第84）の減価償却相当額については、

損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しています。   
 

 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しています。 

   なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基

づいて償却しています。 
 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 賞与引当金の計上基準 

   運営費交付金により財源措置がなされない教職員に対して支給する賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しています。 

 (2) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

  役員及び教職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるため、退

職給付に係る引当金は計上していません。 

  なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行

政法人会計基準第85第４項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加

額を計上しています。 

 (3) 徴収不能引当金の計上基準 

   未収学生納付金収入に係る損失に備えるため、授業料等の滞納による回収可能性を個別に

検討して回収不能見込み額を計上しています。 
 

４ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  貯蔵品：評価基準 原価法 

      評価方法 最終仕入原価法 

  未成研究支出金：評価基準 原価法 

          評価方法 個別法 
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５ 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

 (1) 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計上

方法 

   静岡県財産規則等に基づき算出しています。 

 (2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率 

   10年利付国債の平成21年３月末利回りを参考に1.340％で計算しています。 
 

６ リース取引の会計処理 

  リース料総額が300万円以上のファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっています。リース料総額が300万円未満のファイナンスリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 
 

７ 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。 
 

８ 財務諸表及び附属明細書の表示単位 

  利益処分に関する書類を除き、記載金額は千円単位とし、表示単位未満については切り捨て

表示しています。 
 
 

Ⅱ 注記 
 

１ 貸借対照表関係 

 (1) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額  2,279,900千円 

   （静岡県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額から除いています｡) 
 

２ キャッシュ・フロー計算書関係 

 (1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 

   現金及び預金  1,688,223千円 

   定期預金    △400,000千円 

   資金期末残高  1,288,223千円 

 (2) 重要な非資金取引の内容 

  ア 現物出資等の受入による固定資産の取得     597,720千円 

  イ ファイナンスリースによる資産の取得         60,434千円 

  ウ 現物寄附の受入による資産・消耗品の取得      35,644千円 
 

３ 行政サービス実施コスト計算書関係 

 (1) 引当外退職給付増加見積額の中には、静岡県からの派遣職員に係る128,462千円が含まれ

ています。 

 (2) 機会費用の内訳 

   設立団体（静岡県）に係る額  281,426千円 
 

４ 重要な債務負担行為 

  該当事項はありません。 
 

５ 重要な後発事象 

  該当事項はありません。 



附属明細書

（１）　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第84　特定の償却資産の減価に係る会計処理」による
　　損益外減価償却相当額も含む｡)の明細

（単位：千円）

当期償却額

建物 13,397,989 361,346 － 13,759,335 1,605,180 804,996 12,154,155

工具器具備品 － 104,784 － 104,784 8,790 8,790 95,993

計 13,397,989 466,130 － 13,864,119 1,613,971 813,787 12,250,148

建物 21,000 11,492 － 32,492 2,065 1,915 30,426

構築物 830,697 12,957 － 843,654 135,878 68,291 707,776

工具器具備品 670,561 218,418 12,609 876,371 375,132 223,681 501,238

図書 1,294,041 28,337 － 1,322,378 － － 1,322,378

車両運搬具 3,564 3,546 － 7,111 2,076 1,363 5,035

計 2,819,865 274,752 12,609 3,082,008 515,153 295,251 2,566,855

土地 8,395,300 386,000 － 8,781,300 － － 8,781,300

美術品・収蔵品 1,771 － － 1,771 － － 1,771

計 8,397,071 386,000 － 8,783,071 － － 8,783,071

土地 8,395,300 386,000 － 8,781,300 － － 8,781,300

建物 13,418,989 372,839 － 13,791,828 1,607,246 806,911 12,184,581

構築物 830,697 12,957 － 843,654 135,878 68,291 707,776

工具器具備品 670,561 323,202 12,609 981,155 383,923 232,471 597,231

図書 1,294,041 28,337 － 1,322,378 － － 1,322,378

美術品・収蔵品 1,771 － － 1,771 － － 1,771

車両運搬具 3,564 3,546 － 7,111 2,076 1,363 5,035

計 24,614,925 1,126,882 12,609 25,729,199 2,129,124 1,109,038 23,600,075

ソフトウェア 67,858 43,829 － 111,688 33,675 21,699 78,012

水道施設利用権 － 347 － 347 7 7 339

電話加入権 176 － － 176 － － 176

特許権仮勘定 2,767 10,614 － 13,382 － － 13,382

計 70,802 54,792 － 125,594 33,683 21,707 91,910

長期前払費用 125 56 125 56 － － 56

預託金 107 － 12 94 － － 94

その他(敷金・保証金) 892 － 170 722 － － 722

計 1,126 56 308 874 － － 874

摘要

有形固定資産
(特定償却資産)

減価償却累計額
期末残高当期減少額当期増加額期首残高資産の種類

投資その他の資産

差引当期末
残　　　　高

有形固定資産
(特定償却資産
以外)

無形固定資産

非償却資産

有形固定資産合計
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（２）　たな卸資産の明細
（単位：千円）

当期購入・
製造・振替

その他 払出・振替 その他

貯蔵品（郵券） 858 8,431 － 8,555 － 734

貯蔵品（重油） 645 2,711 － 2,983 － 373

未成研究支出金 26,471 37,387 － 5,556 － 58,303 注

計 27,974 48,529 － 17,094 － 59,410

（注）　未成研究支出金には、複数年契約による受託研究費の当期執行分を計上しています。

（３）　有価証券の明細

　（３）－１　流動資産として計上された有価証券
　　　　　　　該当事項はありません。

　（３）－２　投資その他の資産として計上された有価証券
　　　　　　　該当事項はありません。

（４）　長期貸付金の明細
　　　　　　　該当事項はありません。

（５）　長期借入金の明細
　　　　　　　該当事項はありません。

（６）　引当金の明細

　（６）－１　引当金の明細
（単位：千円）

目的使用 その他

賞与引当金 985 2,805 985 － 2,805

計 985 2,805 985 － 2,805

　（６）－２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細
（単位：千円）

期首残高 当期増加額 期末残高 期首残高 当期増加額 期末残高

未収学生納付金収入
（徴収不能引当金） 625 781 1,406 － 435 435 （注）

計 625 781 1,406 － 435 435

（注）　徴収不能引当金は、授業料の滞納に係る回収可能性を個別に勘案して計上しています。

（７）　保証債務の明細
　　　　　　　該当事項はありません。

摘要期末残高期首残高種類
当期増加額 当期減少額

貸倒引当金の残高
摘要区分

貸付金等の残高

期末残高 摘要区分 期首残高 当期増加額
当期減少額
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（８）　資本金及び資本剰余金の明細
（単位：千円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

地方公共団体出資金 21,763,289 597,720 － 22,361,009 （注1）

計 21,763,289 597,720 － 22,361,009

施設費 30,000 229,754 － 259,754 （注2）

無償譲与 1,947 － － 1,947

目的積立金 － 24,656 － 24,656 （注3）

計 31,947 254,410 － 286,358

損益外減価償却累計額 △800,184 △813,787 － △1,613,971

差引計 △768,236 △559,376 － △1,327,613

（注1）　当期増加額は、静岡県からの現物出資によるものです。

（注2）　当期増加額は、静岡県からの補助金により取得した固定資産に係るものです。

（注3）　当期増加額は、教育研究環境整備積立金により取得した固定資産に係るものです。

（９）　積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

　（９）－１　積立金の明細 （単位：千円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

－ 197,206 34,000 163,206 （注1）（注2）

－ 197,206 34,000 163,206

（注1）　当期増加額は、前期利益処分によるものです。

（注2）　当期減少額は、当該積立金の使途に沿った資産の取得及び費用発生によるものです。

　（９）－２　目的積立金取崩しの明細
（単位：千円）

目的積立金取崩額 教育研究環境整備積立金

その他 教育研究環境整備積立金

計 34,000

区分 金額 摘要

9,343 教育研究目的の費用発生による

24,656 教育研究目的の資産取得による

教育研究環境整備積立金

計

資本剰余金

区分

資本金

区分
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（10）　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

　（10）－１　運営費交付金債務
（単位：千円）

運営費交付金
収　　　　　　益

資 産 見 返
運営費交付金

資本剰余金 小計

平成20年度 152,246 4,946,000 4,945,619 － － 4,945,619 152,627

計 152,246 4,946,000 4,945,619 － － 4,945,619 152,627

（注）　期首残高及び期末残高は退職手当執行残額です。

　（10）－２　運営費交付金収益
（単位：千円）

（1１）　地方公共団体等からの財源措置の明細

　（1１）－１　施設費の明細
（単位：千円）

資本剰余金 収益計上 その他

278,000 229,754 48,245 －

278,000 229,754 48,245 －

　（1１）－２　補助金等の明細
（単位：千円）

建設仮勘定
見返補助金等

資産見返
補助金等

資本剰余金
長期預り
補助金等

収益計上

文部科学省
グローバルCOEプ
ログラム補助金

265,460 － 42,202 － － 223,257

文部科学省
戦略的大学連携
補助金

12,582 － － － － 12,582

独立行政法人 科
学技術振興機構
特許出願支援制度

4,809 4,809 － － － －

計 282,851 4,809 42,202 － － 235,840

左の会計処理仕訳
摘要

当期振替額

区分 当期交付額 摘要

当期交付額区分

静岡県施設整備費等補助金

計

期末残高

区分 平成20年度交付分 合計

当期振替額

交付年度 期首残高
交　付　金
当期交付額

4,531,404

414,215

4,945,6194,945,619

期間進行基準

費用進行基準

計

4,531,404

414,215
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（1２）　役員及び教職員の給与の明細

（単位：千円、人）

支給額 支給人数 支給額 支給人数

常勤 57,968 4 3,117 2

非常勤 4,211 3 － －

計 62,180 7 3,117 2

常勤 3,417,693 415 411,098 29

非常勤 361,742 549 － －

計 3,779,436 964 411,098 29

常勤 3,475,661 419 414,215 31

非常勤 365,953 552 － －

計 3,841,614 971 414,215 31

（注１）　役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

　　　① 役員報酬

　　　　　役員に対する報酬については、「静岡県公立大学法人役員報酬規則」に基づいています。

　　　② 退職手当

　　　　　役員に対する退職手当については、「静岡県公立大学法人役員退職手当規則」に基づいています。

（注２）　教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

　　　① 教職員給与

　　　　　教職員に対する給与については、「静岡県公立大学法人職員給与規程」及び「静岡県公立大学

　　　　法人有期雇用職員賃金規程」に基づいています。

　　　② 退職手当

　　　　　教員に対する退職手当については、「静岡県公立大学法人職員退職手当規程」に基づいています。

（注３）　支給人員数は、平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間の実人員数（臨時職員は平均支

　　　　給人員数）によっています。

（注４）　本表の支給額合計には、受託研究費及び受託事業費で支出した人件費は含まれていません。

（注５）　本表の支給額欄には、法定福利費及び賞与引当金繰入額は含まれていません。

（1３）　開示すべきセグメント情報

　　　　当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

退職給付
区分

教職員

合計

役員

報酬又は給与

- 14 -



（1４）　業務費及び一般管理費の明細
（単位：千円）

教育経費
消耗品費 115,269
備品費 39,966
印刷製本費 25,377
水道光熱費 133,429
旅費交通費 26,712
通信運搬費 5,071
賃借料 71,591
保守費 11,489
修繕費 11,637
損害保険料 75
広告宣伝費 1,772
行事費 1,970
諸会費 3,762
会議費 468
報酬・委託・手数料 186,570
租税公課 11
減価償却費 31,377
奨学費 49,008
徴収不能引当金繰入額 435
雑費 367 716,366

研究経費
消耗品費 302,218
備品費 66,389
印刷製本費 10,654
水道光熱費 75,180
旅費交通費 77,351
通信運搬費 5,252
賃借料 14,804
車両燃料費 3
保守費 9,541
修繕費 18,115
損害保険料 328
広告宣伝費 8,674
諸会費 8,921
会議費 4,779
報酬・委託・手数料 79,906
租税公課 89
減価償却費 159,119
文献複写料 338
雑費 1,177 842,848

教育研究支援経費
消耗品費 8,857
備品費 9,002
印刷製本費 1,072
水道光熱費 27,946
旅費交通費 72
通信運搬費 578
賃借料 78,698
修繕費 2,004
広告宣伝費 21
諸会費 388
会議費 19
報酬・委託・手数料 79,730
減価償却費 28,103
文献複写料 502 236,999
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受託研究費 254,654

受託事業費 29,140

役員人件費
報酬 44,881
賞与 17,298
退職給付費用 3,117
法定福利費 4,907 70,205

教員人件費
常勤教員給与
給料 2,086,651
賞与 790,473
退職給付費用 411,098
法定福利費 354,807 3,643,030

非常勤教員給与
給料 151,008
賞与 6,727
賞与引当金繰入額 254
法定福利費 6,684 164,675 3,807,705

職員人件費
常勤職員給与
給料 412,875
賞与 127,693
法定福利費 57,295 597,864

非常勤職員給与
給料 185,128
賞与 18,877
賞与引当金繰入額 2,551
法定福利費 21,752 228,310 826,174

一般管理費
消耗品費 64,033
備品費 7,472
印刷製本費 12,268
水道光熱費 134,349
旅費交通費 19,151
通信運搬費 46,125
賃借料 13,368
車両燃料費 608
福利厚生費 9,171
保守費 27,399
修繕費 91,669
損害保険料 5,358
広告宣伝費 8,636
諸会費 4,441
会議費 73
研修費 13
報酬・委託・手数料 411,305
租税公課 7,030
減価償却費 70,876
雑費 780 934,133
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（1５）　上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

　①　現金及び預金
（単位：千円）

区分 残高 備考

現金 18,160

普通預金 1,270,062

定期預金 400,000

計 1,688,223

　②　未払金
（単位：千円）

区分 残高 備考

人件費 442,172

業務費 266,188

一般管理費 188,185

資産 244,201

その他 437

計 1,141,186

　③　資産見返物品受贈額
（単位：千円）

区分 残高 備考

構築物 684,690

工具器具備品 199,721

図書 1,265,961

ソフトウェア 31,472

預託金 94

計 2,181,941
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（1６）　関連公益法人等に関する明細

　（1６）－１　関連公益法人等の概要

法人名 当法人との関係

　（1６）－２　関連公益法人等と静岡県公立大学法人との関連図

　　役員を兼務

　（1６）－３　関連公益法人等の財務状況
（単位：千円）

資産 負債 正味財産 当期収入合計額 当期支出合計額 当期収支差額

無限責任中間法人静岡県
立大学連合学友会 4,154 3,580 574 2,858 2,947 △ 89

　（1６）－４　関連公益法人等の基本財産の状況

　　　　　　　関連公益法人等への基本財産に対する出えん・拠出・寄附等及び運営費・事業費等に充てる
　　　　　　ための会費・負担金はありません。

　（1６）－５　関連公益法人等との取引の状況

　　　　　　　該当事項はありません。

法人名 備考

無限責任中間法人静岡
県立大学連合学友会

役員の氏名（平成21年3月31日現在）

代表社員　府川　博明
※静岡県立大学副学長兼事務局長

関連公益法
人

社員　園部　尚
※静岡県立大学非常勤職員

貸借対照表 収支計算書

業務の概要

当法人は、静岡県立大学（短期大学
部を含む｡)の在学生、卒業生、教職
員及び本学関連諸団体相互の交流・
親睦を図るとともに、静岡県立大学と
連携してその発展を期することを目的
とするとともに、その目的に資するた
め、次の事業を行う。
1 静岡県立大学と会員間及び会員相
互の交流の促進
2 静岡県立大学及び会員の事業につ
いての連携・支援・相互協力
3 静岡県立大学各学部同窓会の活
動支援、及び新たな学部横断的同窓
会の設立支援
4 在学生、教職員及び卒業生に対す
る福利厚生事業
5 その他、本会の目的を達成するた
めに必要な事業

静岡県公立大学法人

無限責任中間法人静岡県立大学連合学友会
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