
■貸借対照表 （平成 22 年 3月 31 日）

資産の部

Ⅰ　固定資産
1　有形固定資産
　土地 166,180,000
　建物 196,869,424
　　減価償却累計額 △ 55,715,026 141,154,398
　構築物 14,756,509
　　減価償却累計額 △ 4,689,822
　　減損損失累計額 △ 2,026 10,064,660
　機械装置 28,138
　　減価償却累計額 △ 18,813 9,324
　工具器具備品 92,638,435
　　減価償却累計額 △ 52,174,109 40,464,326
　図書 32,632,936
　美術品・収蔵品 731,977
　船舶 155,818
　　減価償却累計額 △ 101,699 54,118
　車両その他の陸上運搬具 289,911
　　減価償却累計額 △ 211,431 78,479
　建設仮勘定 1,779,065
　その他の有形固定資産 57,881
　　減価償却累計額 △ 2,618 55,263
　　　有形固定資産合計 393,204,552

2　無形固定資産
　特許権 65,283
　特許権仮勘定 762,293
　借地権 1,259,471
　電話加入権 1,326
　ソフトウェア 272,899
　　　無形固定資産合計 2,361,274

3　投資その他の資産
　投資有価証券 8,501,952
　破産更生債権等 242,337
　　貸倒引当金 △ 242,337 －
　長期性預金  2,600,000 
　その他 49,219
　　投資その他の資産合計 11,151,171
　　　固定資産合計 406,716,998

Ⅱ　流動資産
　現金及び預金 44,840,553
　未収学生納付金収入 249,193
　　徴収不能引当金 △ 74,297 174,896
　未収附属病院収入 5,431,356
　　徴収不能引当金 △ 448,141 4,983,215
　未収入金 870,210
　有価証券 1,058,438
　たな卸資産 655,427
　医薬品及び診療材料 545,453
　前払費用 73,686
　未収収益 14,453
　その他の流動資産 25,411
　　　流動資産合計 53,241,745
　　　　資産合計　 459,958,744

（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 11,246,078
　　資産見返補助金等 6,188,877
　　資産見返寄附金 24,334,224
　　資産見返物品受贈額 28,939,663
　　建設仮勘定見返運営費交付金 109,380
　　建設仮勘定見返施設費 1,343,490
　　特許権仮勘定見返運営費交付金 255,371
　　特許権仮勘定見返補助金等 6,245
　　特許権仮勘定見返寄附金 4,085 72,427,417
　国立大学財務・経営センター債務負担金 18,690,480
　長期借入金 3,168,636
　引当金
　　退職給付引当金 108,550 108,550
　長期未払金 13,936,879
　　　固定負債合計 108,331,963

Ⅱ　流動負債
　預り補助金等 894,157
　寄附金債務 13,791,750
　前受受託研究費等 3,155,928
　前受受託事業費等 44,231
　前受金 178
　預り科学研究費補助金等 1,430,767
　預り金 703,253
　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 2,725,003

　一年以内返済予定長期借入金 258,680
　未払金 34,457,899
　前受収益 3,480
　未払費用 69,253
　引当金
　　賞与引当金 159,824 159,824
　　　流動負債合計 57,694,409
　　　　負債合計 166,026,372

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　 72,440,291
損益外減価償却累計額（－）　 △  52,897,302
損益外減損損失累計額（－）　 △  8,656
　　　資本剰余金合計 19,534,332

Ⅲ　利益剰余金
教育研究等積立金　 3,048,109
積立金　 14,175,387
当期未処分利益　 12,648,234
（うち当期総利益12,648,234）
　　　利益剰余金合計 29,871,731
　　　　純資産合計 293,932,371
　　　　　負債純資産合計 459,958,744
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■損益計算書 （平成 21 年 4月 1日～平成 22年 3月 31 日）

経常費用
業務費
　教育経費 5,891,434
　研究経費 21,310,072
　診療経費 17,897,320
　教育研究支援経費 3,760,633
　受託研究費 15,935,681
　受託事業費 895,600
　役員人件費 166,883
　教員人件費 37,889,382
　職員人件費 25,193,715 128,940,724
一般管理費 4,447,669
財務費用
　支払利息 1,348,468 1,348,468
雑　損 7,874
　　経常費用合計 134,744,736

経常収益
運営費交付金収益 55,683,555
授業料収益 11,683,257
入学金収益 1,708,045
検定料収益 313,812
附属病院収益 28,070,304
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 6,018,302
　他の主体からの受託による収益 12,840,426 18,858,728
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 345,787
　他の主体からの受託による収益 548,903 894,691
寄附金収益 4,264,841
財務収益
　受取利息 60,171
　有価証券利息 359,807
　その他の財務収益 1,053 421,032
雑　益
　講習料収益 7,147
　財産貸付料収益 284,091
　寄宿料収益 18,912
　入場料収益 30,586
　農場及研究林収益 35,557
　刊行物等売払代収益 10,634
　不用物品売払代収益 3,239
　手数料収益 34,960
　物品受贈益 9,649
　補助金等収益 8,878,159
　施設費収益 905,616
　研究関連収入 3,022,514
　その他雑益 320,275 13,561,347
資産見返負債戻入 6,372,607
　　　経常収益合計 141,832,224

経常利益 7,087,487

（単位：千円）
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【損益計算書の概要】 （単位：百万円）

経常費用
134,745

経常収益
141,832

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

30,962
（23.0%）

診療経費
17,897
（13.3%）

受託研究費，
受託事業費
16,832
（12.5%）

教員人件費
37,889
（28.1%）

役員人件費，
職員人件費
25,361
（18.8%）

一般管理費
4,448（3.3%）

経常費用
教育経費，研究経費，教育研究支援経費　23.0%
　・　教育経費　4.4%，研究経費　15.8%，教育研究支援経費　2.8%
受託研究費，受託事業費　12.5%
　・　受託研究費　11.8%，受託事業費　0.7%
役員人件費，職員人件費　18.8%
　・　役員人件費　0.1%，職員人件費　18.7%
財務費用，雑損　1.0%
　・　財務費用　1.0%，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
1,356（1.0%）

寄附金収益
4,265（3.0%）

財務収益
421（0.3%）

雑益
13,561（9.6%）

資産見返負債戻入
6,373（4.5%）

運営費交付金収益
55,684
（39.3%）

授業料収益，
入学金収益，
検定料収益
13,705
（9.6%）

附属病院収益
28,070
（19.8%）

受託研究等収益，
受託事業等収益
19,753
（13.9%）

経常収益
授業料収益，入学金収益，検定料収益　9.6%
　・　授業料収益　8.2%，入学金収益　1.2%，検定料収益　0.2%
受託研究等収益，受託事業等収益　13.9%
　・　受託研究等収益　13.3%，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，期間進行，業務達成，費用
進行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 補助金等に係る収益や科学研究費補助金等の間接経費に係る

収益，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や除却損について，
資産見返負債を取り崩した額

臨時損失
固定資産除却損 122,905

臨時利益
引当金戻入益 40,534
運営費交付金収益 3,651,575 3,692,109

10,656,692
1,991,542

当期総利益 12,648,234

当期純利益
目的積立金取崩額
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収入合計
167,807

支出合計
167,071

運営費交付金
59,640
（35.5%）

附属病院収入
28,007
（16.7%）

産学連携等研究収入
及び寄附金収入等

28,031
（16.7%）

授業料、入学料
及び検定料収入
12,927（7.7%）

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
16,391（9.8%）

補助金等収入　14,164（8.4%）

施設整備費
16,391（9.8%）

一般管理費
7,684（4.6%）

長期借入金償還金
3,883（2.3%）

補助金等
13,345
（8.0%）

教育研究経費
63,618
（38.1%）

診療経費
30,068
（18.0%）

産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等

32,082
（19.2%）

目的積立金取崩　7,355（4.4%）

雑収入，引当金取崩
1,292（0.8%）

【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　16.7%
　・　受託研究費等　14.3%，寄附金　2.4%，
授業料，入学料及び検定料収入　7.7%
　・　授業料　6.5%，入学料　1.0%，検定料　0.2%

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　38.1%
　・　教育経費　2.9%，研究経費　9.0%，教育研究支援経費　2.2%，人件費　24.0%
診療経費　18.0%
　・　診療経費　12.2%，人件費　5.8%
一般管理費　4.6%
　・　一般管理費　3.4%，人件費　1.2%
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等　19.2%
　・　受託研究費等　14.3%，寄附金　4.9%

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）

■平成 21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 59,640 59,640 －
施設整備費補助金 11,210 14,848 3,638
補助金等収入 5,462 14,164 8,702
国立大学財務・経営
センター施設費交付金 153 153 －

自己収入 38,249 42,098 3,849
授業料、入学料及び
検定料収入 13,133 12,927 △206

附属病院収入 24,527 28,007 3,480
雑収入 589 1,164 575
産学連携等研究収入
及び寄附金収入等 30,687 28,031 △2,656

引当金取崩 － 128 128
長期借入金収入 1,390 1,390 －
目的積立金取崩 6,340 7,355 1,015

計 153,131 167,807 14,676

区　　分 予算 決算 差額
（決算－予算） 備　考

支出
業務費 93,215 93,686 471
教育研究経費 68,949 63,618 △5,331
診療経費 24,266 30,068 5,802
一般管理費 7,071 7,684 613
施設整備費 12,753 16,391 3,638
補助金等 5,462 13,345 7,883
産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等 30,687 32,082 1,395

長期借入金償還金 3,943 3,883 △60
計 153,131 167,071 13,940

収入－支出 － 736 736
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