
■貸借対照表 （平成 21 年 3月 31 日）

資産の部

Ⅰ　固定資産
1　有形固定資産
　土地 165,997,826
　建物 173,857,228
　　減価償却累計額 △ 47,908,004 125,949,223
　構築物 14,172,107
　　減価償却累計額 △ 3,974,999
　　減損損失累計額 △ 2,087 10,195,019
　機械装置 28,138
　　減価償却累計額 △ 16,099 12,038
　工具器具備品 69,845,568
　　減価償却累計額 △ 41,356,078 28,489,489
　図書 32,395,195
　美術品・収蔵品 715,739
　船舶 150,825
　　減価償却累計額 △ 74,255 76,570
　車両その他の陸上運搬具 263,279
　　減価償却累計額 △ 185,615 77,663
　建設仮勘定 5,841,079
　その他の有形固定資産 52,355
　　減価償却累計額 △ 1,829 50,526
　　　有形固定資産合計 369,800,373

2　無形固定資産
　特許権 52,149
　特許権仮勘定 691,369
　借地権 1,205,294
　電話加入権 2,652
　ソフトウェア 268,942
　　　無形固定資産合計 2,220,409

3　投資その他の資産
　投資有価証券 7,569,246
　破産更生債権等 242,877
　　貸倒引当金 △ 242,877 －
　長期性預金 2,600,000
　その他 10,078
　　投資その他の資産合計 10,179,325
　　　固定資産合計 382,200,107

Ⅱ　流動資産
　現金及び預金 9,499,967
　未収学生納付金収入 252,079
　　徴収不能引当金 △ 71,038 181,041
　未収附属病院収入 5,417,113
　　徴収不能引当金 △ 431,288 4,985,825
　未収入金 751,359
　有価証券 32,212,773
　たな卸資産 22,153
　医薬品及び診療材料 352,036
　前渡金 330,386
　前払費用 50,353
　未収収益 15,975
　その他の流動資産 13,342
　　　流動資産合計 48,415,214
　　　　資産合計 430,615,322

（単位：千円）
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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 8,924,285
　　資産見返補助金等 2,341,687
　　資産見返寄附金 16,213,365
　　建設仮勘定見返運営費交付金 121,329
　　建設仮勘定見返補助金等 32,467
　　建設仮勘定見返寄附金 2,637,600
　　建設仮勘定見返施設費 1,973,949
　　特許権仮勘定見返運営費交付金 198,917
　　特許権仮勘定見返補助金等 1,463
　　特許権仮勘定見返寄附金 3,484
　　資産見返物品受贈額 29,619,927 62,068,478
　国立大学財務・経営センター債務負担金 21,415,484
　長期借入金 2,037,434
　引当金
　　退職給付引当金 78,184 78,184
　長期未払金 17,242,537
　　　固定負債合計 102,842,117

Ⅱ　流動負債
　運営費交付金債務 3,594,462
　預り施設費 947
　預り補助金等 16,837
　寄附金債務 17,875,773
　前受受託研究費等 1,981,647
　前受受託事業費等 3,066
　預り科学研究費補助金等 1,054,087
　預り金 705,577
　一年以内返済予定国立大学財務・
　経営センター債務負担金 2,875,881

　一年以内返済予定長期借入金 154,870
　未払金 22,479,802
　前受収益 3,467
　未払費用 74,937
　未払消費税等 208,130
　引当金
　　賞与引当金 267,276 267,276
　　　流動負債合計 51,296,766
　　　　負債合計 154,138,883

純資産の部
Ⅰ　資本金

政府出資金 244,526,308
　　　資本金合計 244,526,308

Ⅱ　資本剰余金
資本剰余金 52,259,185
損益外減価償却累計額（－） △ 45,670,009
損益外減損損失累計額（－） △ 7,391
　　　資本剰余金合計 6,581,784

Ⅲ　利益剰余金
教育研究等積立金 7,410,909
積立金 11,093,727
当期未処分利益 6,863,709
（うち当期総利益6,863,709）
　　　利益剰余金合計 25,368,346
　　　　純資産合計 276,476,438
　　　　　負債純資産合計 430,615,322
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■損益計算書 （平成 20 年 4月 1日～平成 21年 3月 31 日）

経常費用
業務費
　教育経費 5,257,005
　研究経費 18,972,676
　診療経費 16,640,685
　教育研究支援経費 3,160,574
　受託研究費 15,138,859
　受託事業費 822,573
　役員人件費 395,120
　教員人件費 37,037,173
　職員人件費 25,453,570 122,878,240
一般管理費 3,997,222
財務費用
　支払利息 1,515,308
　その他の財務費用 1,150 1,516,459
雑　損 36,162
　　経常費用合計 128,428,084

経常収益
運営費交付金収益 58,383,032
授業料収益 11,671,106
入学金収益 1,722,512
検定料収益 314,406
附属病院収益 26,815,318
受託研究等収益
　国又は地方公共団体からの受託による収益 5,721,376
　他の主体からの受託による収益 10,262,499 15,983,876
受託事業等収益
　国又は地方公共団体からの受託による収益 386,837
　他の主体からの受託による収益 434,396 821,234
寄附金収益 4,250,140
財務収益
　受取利息 35,917
　有価証券利息 358,462 394,380
雑　益
　講習料収益 6,474
　財産貸付料収益 272,268
　寄宿料収益 18,439
　入場料収益 32,615
　農場及研究林収益 35,599
　刊行物等売払代収益 11,008
　不用物品売払代収益 1,664
　手数料収益 40,122
　物品受贈益 5,907
　補助金等収益 4,567,842
　施設費収益 595,136
　研究関連収入 2,663,675
　その他雑益 351,612 8,602,368
資産見返負債戻入 6,004,864
　　　経常収益合計 134,963,239

経常利益 6,535,154

（単位：千円）
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臨時損失
固定資産除却損 164,664
固定資産売却損 790
その他の臨時損失 833 166,288

臨時利益
固定資産売却益 4,260
引当金戻入益 7,121
その他の臨時利益 3,404 14,786

6,383,653
480,055

当期総利益 6,863,709

【損益計算書の概要】 （単位：百万円）

経常費用
128,428

経常収益
134,963

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

27,391
（21.4%）

診療経費
16,641
（13.0%）

受託研究費，
受託事業費
15,962
（12.4%）

教員人件費
37,037
（28.8%）

役員人件費，
職員人件費
25,849
（20.1%）

一般管理費
3,997（3.1%）

経常費用
教育経費，研究経費，教育研究支援経費　21.4%
　・　教育経費　4.1%，研究経費　14.8%，教育研究支援経費　2.5%
受託研究費，受託事業費　12.4%
　・　受託研究費　11.8%，受託事業費　0.6%
役員人件費，職員人件費　20.1%
　・　役員人件費　0.3%，職員人件費　19.8%
財務費用，雑損　1.2%
　・　財務費用　1.2%，雑損　0.0%

　教育経費 運営費交付金や寄附金，補助金により学生等に
対して行う教育に要する費用

　研究経費 運営費交付金や寄附金，補助金により行う研究
に要する費用

　教育研究支援経費 運営費交付金や寄附金，補助金による附属図書
館や学術情報メディアセンターなどの運営に要
する費用

　診療経費 運営費交付金や寄附金，附属病院収入により行
う診療に要する費用

　受託研究費 国や民間等からの受託研究や共同研究に要する
費用（人件費を含む）

　受託事業費 病理組織検査や受託研究員などに要する費用（人
件費を含む）

　教員人件費 常勤教員や非常勤教員などに要する人件費（受
託研究及び受託事業に係る人件費を除く）

　役員人件費 役員に要する人件費
　職員人件費 事務職員や看護師，実験補助者など，役員及び

教員を除く一切の者に要する人件費（受託研究
及び受託事業に係る人件費を除く）

　一般管理費 大学全体の管理運営に要する費用
　財務費用 借入金利息や PFI 事業に係る支払利息など
　雑損 上記に含まれない費用

財務費用，雑損
1,551（1.2%）

寄附金収益
4,250（3.1%）

財務収益
394（0.3%）

雑益
8,603（6.4%）

資産見返負債戻入
6,005（4.4%）

運営費交付金収益
58,383
（43.3%）

授業料収益，
入学金収益，
検定料収益
13,708
（10.2%）

附属病院収益
26,815
（19.9%）

受託研究等収益，
受託事業等収益
16,805
（12.4%）

経常収益
授業料収益，入学金収益，検定料収益　10.2%
　・　授業料収益　8.6%，入学金収益　1.3%，検定料収益　0.3%
受託研究等収益，受託事業等収益　12.4%
　・　受託研究等収益　11.8%，受託事業等収益　0.6%

　運営費交付金収益 受け入れた運営費交付金のうち，期間，業務達成，費用のい
ずれかの基準に応じて収益化したもの

　授業料収益 受け入れた授業料（授業料免除分は控除されない）
　入学料収益 受け入れた入学料（入学料免除分は控除されない）
　検定料収益 受け入れた検定料
　附属病院収益 附属病院における診療に係る収益
　受託研究等収益 国や民間等からの受託研究や共同研究に係る収益
　受託事業等収益 病理組織検査や受託研究員の受入などに係る収益
　寄附金収益 使途を特定して受け入れた寄附金による費用に充当した収

益，及び使途を特定せず受け入れた寄附金
　財務収益 預貯金の利息や有価証券利息など
　雑益 補助金等の直接経費に係る収益や競争的資金の間接経費，固

定資産の貸付料に係る収益など
　資産見返負債戻入 運営費交付金や授業料，寄附金（現物寄附等を含む），補助

金により取得した固定資産の減価償却費について，資産見返
負債を取り崩した額

当期純利益
目的積立金取崩額
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■平成 20年度決算報告書 （単位：百万円）

区　　分 予算 決算 差額
（決算－予算） 備　考

収入
運営費交付金 60,868 60,868 －
施設整備費補助金 5,511 7,547 2,036
補助金等収入 3,440 6,370 2,930
国立大学財務・経営
センター施設費交付金 153 153 －

自己収入 37,779 40,734 2,955
授業料、入学料及び
検定料収入 13,176 12,919 △257

附属病院収入 24,081 26,509 2,428
財産処分収入 － 14 14
雑収入 522 1,292 770
産学連携等研究収入
及び寄附金収入等 28,660 29,211 551

引当金取崩 － 105 105
長期借入金収入 1,242 1,242 －
目的積立金取崩 5,730 1,982 △3,748

計 143,383 148,212 4,829

区　　分 予算 決算 差額
（決算－予算） 備　考

支出
業務費 91,862 87,874 △3,988
教育研究経費 68,262 60,941 △7,321
診療経費 23,600 26,933 3,333
一般管理費 7,939 7,048 △891
施設整備費 6,906 8,942 2,036
補助金等 3,440 6,354 2,914
産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等 28,660 23,903 △4,757

長期借入金償還金 4,576 4,570 △6
国立大学財務・経営
センター施設費納付金 － 6 6

計 143,383 138,697 △4,686
収入－支出 － 9,515 9,515

収入合計
148,212

支出合計
138,697

運営費交付金
60,868
（41.1%）

附属病院収入
26,509
（17.9%）

産学連携等研究収入
及び寄附金収入等

29,211
（19.7%）

授業料、入学料
及び検定料収入
12,919
（8.8%）

施設整備費補助金，
国立大学財務・

経営センター施設費交付金，
長期借入金収入
8,942（6.0%）

補助金等収入　6,370（4.3%）

施設整備費
8,942（6.4%）

一般管理費
7,048（5.1%）

長期借入金償還金
4,570（3.2%）

補助金等
6,354（4.6%）

教育研究経費
60,941
（43.9%）

診療経費
26,933
（19.4%）

産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等

23,903
（17.3%）

目的積立金取崩　1,982（1.3%） 国立大学財務・経営センター
施設費納付金
6（0.1%）

雑収入，引当金取崩，財産処分収入　1,411（0.9%）

【決算報告書の概要】 （単位：百万円）

収入
産学連携等研究収入及び寄附金収入等　19.7%
　・　受託研究費等　13.7%，寄附金　6.0%，
授業料，入学料及び検定料収入　8.8%
　・　授業料　7.4%，入学料　1.1%，検定料　0.3%

運営費交付金 国立大学法人の業務運営のために国から措置される交付金
附属病院収入 診療に対し患者や医療保険から支払われる料金による収入
産学連携等研究収入 国や民間等からの受託研究や共同研究等に係る収入
寄附金収入 寄附金として受け入れた収入
授業料 受け入れた授業料（授業料免除分は控除）
入学料 受け入れた入学料（入学料免除分は控除）
検定料 受け入れた検定料
施設整備費補助金 国からの施設整備費補助金
国立大学財務・経営 国立大学財務・経営センターからの施設費交付金並びに
センター施設費交付金， 長期借入金
長期借入金収入
雑収入 有価証券利息や固定資産の貸付料などの雑収入
引当金取崩 前年度に積み立てた賞与引当金等に係る取り崩し額
目的積立金取崩 目的積立金を財源とした執行額
補助金等収入 国又は地方公共団体等から特定の事業に対して交付される補

助金（施設費補助金を除く）

支出
教育研究経費　43.9%
　・　教育経費　3.1%，研究経費　8.1%，教育研究支援経費　2.4%，人件費　30.3%
診療経費　19.4%
　・　診療経費　12.9%，人件費　6.5%
一般管理費　5.1%
　・　一般管理費　2.9%，人件費　2.2%
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等　17.3%
　・　受託研究費等　14.5%，寄附金　2.8%

教育研究経費 運営費交付金や授業料などの自己収入による学生等への教
育経費や教員による研究経費,これらに携わる教職員に要す
る人件費

診療経費 運営費交付金および附属病院収入による患者診療に要する
経費や看護師などに要する人件費

産学連携等研究費 国や民間等からの受託研究や共同研究等に要する経費
寄附金事業費 寄附金による教育・研究・診療等に要する経費
施設整備費 国からの施設整備費補助金および国立大学財務・経営セン

ターからの施設費交付金並びに施設費貸付金による建物や
設備の整備経費

一般管理費 大学全体の管理運営に要する経費やこれに携わる職員に要
する人件費

長期借入金償還金 国立大学財務・経営センターに対する借入金償還に要する
経費

補助金等 国又は地方公共団体等から特定の事業に対して交付される
補助金に係る経費（施設費補助金を除く）

国立大学財務・経営 国からの出資を受けた土地の処分収入に係る国立大学財務・
センター施設費納付金 経営センターへの納付金
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