
■貸借対照表 （平成 24 年 3 月 31 日）

資産の部

Ⅰ　固定資産
1　有形固定資産
　土地 166,618,190
　　減損損失累計額 △� 2,146 166,616,043
　建物 210,169,865
　　減価償却累計額 △� 73,473,510 136,696,354
　構築物 15,866,156
　　減価償却累計額 △� 6,162,567
　　減損損失累計額 △� 1,333 9,702,255
　機械装置 32,178
　　減価償却累計額 △� 23,432 8,745
　工具器具備品 113,481,541
　　減価償却累計額 △� 76,227,455 37,254,085
　図書 33,359,277
　美術品・収蔵品 756,888
　船舶 169,308
　　減価償却累計額 △� 156,668 12,639
　車両その他の陸上運搬具 310,709
　　減価償却累計額 △� 251,154 59,554
　建設仮勘定 4,199,550
　その他の有形固定資産 57,881
　　減価償却累計額 △� 22,464 35,416
　　　有形固定資産合計 388,700,812

2　無形固定資産
　特許権 125,138
　特許権仮勘定 737,889
　借地権 1,259,471
　電話加入権 1,326
　ソフトウェア 113,138
　　　無形固定資産合計 2,236,964

3　投資その他の資産
　投資有価証券 9,600,606
　関係会社株式 6,000
　破産更生債権等 242,454
　　貸倒引当金 △� 242,454 −
　長期性預金 4,600,000
　その他 49,539
　　　投資その他の資産合計 14,256,146
　　　　固定資産合計 405,193,923

Ⅱ　流動資産
　現金及び預金 16,569,144
　未収学生納付金収入 256,642
　　徴収不能引当金 △� 71,448 185,194
　未収附属病院収入 6,913,294
　　徴収不能引当金 △� 444,655 6,468,639
　未収入金 1,208,476
　有価証券 20,999,905
　たな卸資産 31,165
　医薬品及び診療材料 402,248
　前払費用 131,778
　未収収益 19,508
　その他の流動資産 50,750
　　　　流動資産合計 46,066,810
　　　　　資産合計 451,260,734

（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 13,730,146
　　資産見返補助金等 11,213,506
　　資産見返寄附金 23,633,930
　　資産見返物品受贈額 28,341,405
　　建設仮勘定見返運営費交付金 34,448
　　建設仮勘定見返施設費 1,654,288
　　特許権仮勘定見返運営費交付金 301,286
　　特許権仮勘定見返補助金等 43,686
　　特許権仮勘定見返寄附金 6,917 78,959,616
　長期寄附金債務 132,128
　国立大学財務・経営センター債務負担金 13,752,000
　長期借入金 2,826,049
　引当金
　　退職給付引当金 142,867 142,867
　資産除去債務 5,555
　長期未払金 11,256,702
　　　固定負債合計 107,074,919

Ⅱ　流動負債
　運営費交付金債務 7,862,442
　預り補助金等 827,071
　寄附金債務 14,979,935
　前受受託研究費等 3,833,764
　前受受託事業費等 23,711
　前受金 722,088
　預り科学研究費補助金等 1,882,626
　預り金 711,710
　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 2,370,567

　一年以内返済予定長期借入金 413,096
　未払金 21,575,099
　未払費用 54,107
　未払消費税等 129,269
　引当金
　　賞与引当金 161,488 161,488
　資産除去債務 1,144
　　　流動負債合計 55,548,125
　　　　負債合計 162,623,045

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 85,055,286
　損益外減価償却累計額（−） △� 69,499,747
　損益外減損損失累計額（−） △� 10,109
　損益外利息費用累計額（−） △� 38
　　　資本剰余金合計 15,545,390

Ⅲ　利益剰余金
　前中期目標期間繰越積立金 25,896,430
　教育研究等積立金 159,326
　積立金 773,934
　当期未処分利益 1,736,298
　（うち当期総利益1,736,298）
　　　利益剰余金合計 28,565,990
　　　　純資産合計 288,637,689
　　　　　負債純資産合計 451,260,734
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■損益計算書 （平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）

経常費用
業務費
　教育経費 5,172,757
　研究経費 23,015,843
　診療経費 19,719,826
　教育研究支援経費 3,320,735
　受託研究費 20,293,492
　受託事業費 865,224
　役員人件費 170,674
　教員人件費 39,577,948
　職員人件費 25,820,888 137,957,391
一般管理費 4,155,833
財務費用
　支払利息 990,080
　その他の財務費用 472 990,552
雑　損 51,534
　　経常費用合計 143,155,312

経常収益
運営費交付金収益 52,291,803
授業料収益 11,661,891
入学金収益 1,756,916
検定料収益 316,509
附属病院収益 31,466,618
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 2,800,531
　他の主体からの受託による収益 16,699,574 19,500,105
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 293,105
　他の主体からの受託による収益 571,694 864,800
寄附金収益 4,402,944
財務収益
　受取利息 75,165
　有価証券利息 182,113
　その他の財務収益 500 257,778
雑　益
　講習料収益 5,467
　財産貸付料収益 453,979
　寄宿料収益 21,199
　入場料収益 31,743
　農場及研究林収益 41,803
　刊行物等売払代収益 10,785
　不用物品売払代収益 53
　手数料収益 51,041
　物品受贈益 869
　補助金等収益 9,109,065
　施設費収益 368,260
　研究関連収入 3,295,744
　その他雑益 490,402 13,880,418
資産見返負債戻入 8,561,694
　　経常収益合計 144,961,481

経常利益 1,806,168

（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
143,155

経常収益
144,961

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

31,510
（22.0%）

診療経費
19,720
（13.8%）

受託研究費，
受託事業費
21,158
（14.8%）

教員人件費
39,577
（27.6%）

役員人件費，
職員人件費
25,992
（18.2%）

一般管理費
4,155（2.9%）

経常費用
教育経費，研究経費，教育研究支援経費　22.0％
　・　教育経費　3.6％，研究経費　16.1％，教育研究支援経費　2.3％
受託研究費，受託事業費　14.8％
　・　受託研究費　14.2％，受託事業費　0.6％
役員人件費，職員人件費　18.2％
　・　役員人件費　0.1％，職員人件費　18.1％
財務費用，雑損　0.7％
　・　財務費用　0.7％，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
1,043（0.7%）

寄附金収益
4,403（3.0%）

財務収益
258（0.2%）

雑益
13,880（9.6%）

資産見返負債戻入
8,561（5.9%）

運営費交付金収益
52,292
（36.1%）

授業料収益，
入学金収益，
検定料収益
13,736
（9.5%）

附属病院収益
31,466
（21.7%）

受託研究等収益，
受託事業等収益
20,365
（14.0%）

経常収益
授業料収益，入学金収益，検定料収益　9.5％
　・　授業料収益　8.1％，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　14.0％
　・　受託研究等収益　13.4％，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）
　入学金収益 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 130,195
固定資産除却損 10,050
減損損失 12,422 152,668

臨時利益
固定資産売却益 17,541
引当金戻入益 14,477 32,019

1,685,519
50,778

当期総利益 1,736,298

当期純利益
前中期目標期間繰越積立金取崩額
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収入合計
 150,770

支出合計
 145,928

 運営費交付金
 56,843
（37.7%）

 附属病院収入
 30,603
（20.3%）

 産学連携等研究収入
及び寄附金収入等

 28,425
（18.9%）

 授業料、入学料
及び検定料収入
 12,656（8.4%）

 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
 6,255 （4.1%）

 補助金等収入　 13,539（9.0%）

 施設整備費
 6,255（4.3%）

 長期借入金償還金
 3,601（2.5%）

 補助金等
 13,361
（9.2%）

 教育研究経費
 65,549
（44.8%）

 診療経費
 30,332 
（20.8%）

 産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等

 26,830
（18.4%）

 前中期目標期間繰越積立金取崩　 944 （0.6%）

 雑収入，引当金取崩
 1,505 （1.0%）

【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　18.9％
　・　受託研究費等　15.7％，寄附金　3.2％
授業料，入学料及び検定料収入　8.4％
　・　授業料　7.1％，入学料　1.1％，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� 長期借入金
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
前中期目標期間� 前中期目標期間繰越積立金を財源とした執行額
繰越積立金取崩
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　44.8％
　・　教育経費　2.7％，研究経費　8.0％，教育研究支援経費　2.1％，
　　　一般管理費　2.9％，人件費　29.1％
診療経費　20.8％
　・　診療経費　14.0％，人件費　6.8％
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等　18.4％
　・　受託研究費等　15.5％，寄附金　2.9％

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，大学全体の管理運営に要す
る費用，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

産学連携等研究経費� 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

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 23 年度決算報告書 （単位：百万円）

区　　分 予算 決算 差額
（決算−予算）

収入
運営費交付金 56,843 56,843 −
　うち補正予算による追加 5 5 −
施設整備費補助金 5,304 5,623 319
補助金等収入 10,983 13,539 2,556
国立大学財務・経営
センター施設費交付金 148 148 −

自己収入 42,947 44,637 1,690
授業料、入学料及び
検定料収入 13,124 12,656 △468

附属病院収入 29,254 30,603 1,349
雑収入 569 1,378 809

産学連携等研究収入
及び寄附金収入等 26,476 28,425 1,949

引当金取崩 − 127 127
長期借入金収入 484 484 −
前中期目標期間繰越積立金取崩 1,291 944 △347

計 144,476 150,770 6,294

区　　分 予算 決算 差額
（決算−予算）

支出
業務費 97,474 95,881 △1,593

教育研究経費 71,827 65,549 △6,278
診療経費 25,647 30,332 4,685

施設整備費 5,936 6,255 319
補助金等 10,983 13,361 2,378
産学連携等研究経費及び
寄附金事業費等 26,476 26,830 354

長期借入金償還金 3,607 3,601 △6
計 144,476 145,928 1,452

収入−支出 − 4,842 4,842
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