
財務状況

（平成25年3月31日）■ 貸借対照表
 

資産の部 （単位：千円）
Ⅰ　固定資産
１ 有形固定資産
土地 166,584,066
減損損失累計額 △ 780 166,583,286

建物 224,815,202
減価償却累計額 △ 82,536,767 142,278,434

構築物 17,674,951
減価償却累計額 △ 6,891,114
減損損失累計額 △ 1,333 10,782,503

機械装置 29,236
減価償却累計額 △ 21,736 7,500

工具器具備品 118,124,752
減価償却累計額 △ 82,194,795 35,929,956

図書 33,317,281
美術品・収蔵品 779,984
船舶 173,360
減価償却累計額 △ 161,293 12,067

車両その他の陸上運搬具 320,284
減価償却累計額 △ 265,214 55,069

建設仮勘定 4,508,376
その他の有形固定資産 57,881
減価償却累計額 △ 32,388 25,493
　有形固定資産合計 394,279,955

２ 無形固定資産
特許権 204,278
特許権仮勘定 715,767
借地権 1,259,471
商標権 2,204
電話加入権 1,326
ソフトウェア 93,185
　無形固定資産合計 2,276,232

３ 投資その他の資産
投資有価証券 9,585,889
関係会社株式 6,000
破産更生債権等 240,825
貸倒引当金 △ 240,825 －

長期性預金 2,600,000
その他 49,994
　投資その他の資産合計 12,241,883
　　固定資産合計 408,798,072

Ⅱ　流動資産
現金及び預金 53,980,420
未収学生納付金収入 250,762
徴収不能引当金 △ 71,075 179,687

未収附属病院収入 7,027,930
徴収不能引当金 △ 304,165 6,723,765

未収入金 4,169,427
有価証券 21,000,000
たな卸資産 68,465
医薬品及び診療材料 843,173
前払費用 678,370
未収収益 19,652
その他の流動資産 73,486
　流動資産合計 87,736,449
　　資産合計 496,534,521
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負債の部 （単位：千円）
Ⅰ　固定負債

資産見返負債
資産見返運営費交付金等 15,087,376
資産見返補助金等 12,785,126
資産見返寄附金 23,277,392
資産見返物品受贈額 27,747,550
建設仮勘定見返運営費交付金等 1,211,339
建設仮勘定見返施設費 1,774,132
建設仮勘定見返寄附金 13,650
特許権仮勘定見返運営費交付金等 271,034
特許権仮勘定見返補助金等 52,817
特許権仮勘定見返寄附金 7,627 82,228,048
長期寄附金債務 131,575
国立大学財務・経営センター債務負担金 11,533,908
長期借入金 2,756,926
引当金
退職給付引当金 127,954 127,954
資産除去債務 5,593
長期未払金 10,283,088
　固定負債合計 107,067,094

 

Ⅱ　流動負債
運営費交付金債務 12,971,750
預り施設費 164,088
預り補助金等 382,473
寄附金債務 16,322,077
前受受託研究費等 5,865,258
前受受託事業費等 122,220
前受金 5,491,914
預り科学研究費補助金等 2,008,167
預り金 750,904
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 2,218,091
一年以内返済予定長期借入金 466,841
未払金 22,879,511
未払費用 45,794
未払消費税等 63,456
引当金
賞与引当金 163,075 163,075
資産除去債務 1,144
　流動負債合計 69,916,771
　負債合計 176,983,865

 

純資産の部 （単位：千円）
Ⅰ　資本金

政府出資金 273,709,231
　資本金合計 273,709,231

 

Ⅱ　資本剰余金
資本剰余金 96,793,645
損益外減価償却累計額（－） △ 77,431,273
損益外減損損失累計額（－） △ 8,743
損益外利息費用累計額（－） △ 45
　資本剰余金合計 19,353,582

 

Ⅲ　利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金 22,159,932
教育研究等積立金 444,793
積立金 2,224,765
当期未処分利益 1,658,349
（うち当期総利益1,658,349）
　　利益剰余金合計 26,487,841
　　　純資産合計 319,550,655
　　　負債純資産合計 496,534,521
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財務状況財務状況

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）■ 損益計算書
 

経常費用 （単位：千円）
業務費
教育経費 6,899,551
研究経費 24,073,722
診療経費 20,337,273
教育研究支援経費 2,885,959
受託研究費 19,365,953
受託事業費 842,079
役員人件費 273,624
教員人件費 38,663,259
職員人件費 26,047,427 139,388,850

一般管理費 4,195,575
財務費用
支払利息 820,955
その他の財務費用 7,171 828,127

雑　損 47,325
　経常費用合計 144,459,878

経常収益
運営費交付金収益 52,008,882
授業料収益 10,111,920
入学金収益 1,740,701
検定料収益 319,480
附属病院収益 32,469,276
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 5,469,756
他の主体からの受託による収益 13,950,708 19,420,464

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 163,470
他の主体からの受託による収益 691,192 854,662

寄附金収益 4,337,061
財務収益
受取利息 148,048
有価証券利息 144,222
その他の財務収益 500 292,770

雑　益
講習料収益 5,235
財産貸付料収益 472,359
寄宿料収益 21,529
入場料収益 35,595
農場及研究林収益 44,280
刊行物等売払代収益 9,714
不用物品売払代収益 16
手数料収益 42,303
物品受贈益 294
補助金等収益 10,071,743
施設費収益 910,142
研究関連収入 3,448,810
その他雑益 751,298 15,813,325

資産見返負債戻入 9,295,981
　経常収益合計 146,664,528

経常利益 2,204,650
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臨時損失
固定資産除却損 222,784
減損損失 8,827
その他の臨時損失 831,787 1,063,399

臨時利益
固定資産売却益 67,131 67,131

当期純利益 1,208,382
前中期目標期間繰越積立金取崩額 449,967
当期総利益 1,658,349

 

（注）その他の臨時損失831,787千円は前事業年度以前における会計処理の修正に伴い生じたもの

（内訳）
教育経費，研究経費，教育研究支援経費 23.4%
　・教育経費4.8%，研究経費16.6%，教育研究支援経費2.0%

受託研究費，受託事業費14.0%
　・受託研究費13.4%，受託事業費0.6%

役員人件費，職員人件費18.2%
　・役員人件費0.2%，職員人件費18.0%

財務費用，雑損0.6%
　・財務費用0.6%，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

（内訳）
授業料収益，入学金収益，検定料収益8.3%
　・授業料収益6.9%，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13.8%
　・受託研究等収益13.2%，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

経常費用
144,459

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

33,859
（23.4%）

診療経費
20,337
（14.1%）

受託研究費，
受託事業費
20,208
（14.0%）

教員人件費 
38,663
（26.8%）

役員人件費，
職員人件費
26,321
（18.2%）

一般管理費
4,196
（2.9%）

財務費用，雑損
875

（0.6%）

経常費用
144,459

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

33,859
（23.4%）

診療経費
20,337
（14.1%）

受託研究費，
受託事業費
20,208
（14.0%）

教員人件費 
38,663
（26.8%）

役員人件費，
職員人件費
26,321
（18.2%）

一般管理費
4,196
（2.9%）

財務費用，雑損
875

（0.6%）

経常収益
146,664

運営費交付金収益
52,009
（35.5%）

授業料収益，
　　入学金収益，
　　　検定料収益
　　12,172
　　（8.3%）

附属病院収益
32,469
（22.1%）

受託研究等収益，
受託事業等収益
20,275
（13.8%）

寄附金収益 
4,337
（3.0%）

資産見返負債戻入
9,296
（6.3%）

雑益
15,813
（10.8%）

財務収益
293

（0.2%）

【損益計算書の概要】 （単位：百万円）

経常費用 経常収益
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収入合計
202,124

 運営費交付金
64,077
（31.8%）

 附属病院収入
32,199
（15.9%） 産学連携等研究収入

及び寄附金収入等
31,604
（15.6%） 授業料、

入学料及び
検定料収入
12,513
（6.2%）

 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 

9,927
（4.9%）

雑収入，
引当金取崩，
財産処分収入
6,274
（3.1%）

 前中期目標期間
繰越積立金取崩
2,185 
（1.1%）

 補助金等収入 
14,145
（7.0%）  出資金

29,200
（14.4%）

支出合計
158,526

 教育研究経費
70,079
（44.2%）

 診療経費
31,345
（19.8%）

 産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等
29,497 
（18.6%）

 施設整備費
9,975
（6.3%）

 国立大学財務・経営
センター施設費納付金

69
（0.0%）

 補助金等
14,261
（9.0%）

 長期借入金
償還金
3,300
（2.1%）

財務状況

（内訳）
産学連携等研究収入及び寄附金収入等15.6%
　・受託研究費等13.0%，寄附金2.6%

授業料，入学料及び検定料収入6.2%
　・授業料5.2%，入学料0.8%，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
センター施設費交付
金、長期借入金収入

国立大学財務・経営センターからの施設費交付金並びに長
期借入金

財産処分収入 財産処分による収入
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
前中期目標期間繰越
積立金取崩

前中期目標期間繰越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）

出資金 国立大学法人の行う産学共同研究開発事業に伴う国からの
出資金

（内訳）
教育研究経費44.2%
　・教育経費4.2%，研究経費8.8%，教育研究支援経費1.5%，
     一般管理費3.2%，人件費26.5%

診療経費19.8%
　・診療経費14.0%，人件費5.8%

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等18.6%
　・受託研究費等16.1%，寄附金2.5%

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費に要
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）

国立大学財務・経
営センター施設費
納付金

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・経営センターへの納付金

【決算報告書の概要】 （単位：百万円）

■ 平成24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 60,620 64,077 3,457
うち復興特別会計計上分 4 4 －

施設整備費補助金 9,984 9,381 △ 603
うち復興特別会計計上分 2,791 2,791 －

補助金等収入 10,415 14,145 3,730
国立大学財務・経営センター
施設費交付金 148 148 －
自己収入 43,382 50,836 7,454
授業料、入学料及び検定
料収入 12,845 12,514 △ 331
附属病院収入 29,837 32,199 2,362
財産処分収入 － 4,508 4,508
雑収入 700 1,615 915

産学連携等研究収入及び寄
附金収入等 29,075 31,604 2,529
引当金取崩 － 150 150
長期借入金収入 465 398 △ 67
前中期目標期間繰越積立金取
崩 2,565 2,185 △ 380
出資金 － 29,200 29,200

計 156,654 202,124 45,470

区　　分 予　算 決　算 差　額
（決算－予算）

支出
業務費 103,262 101,424 △ 1,838
教育研究経費 76,730 70,079 △ 6,651
診療経費 26,532 31,345 4,813

施設整備費 10,597 9,975 △ 622
補助金等 10,415 14,261 3,846
産学連携等研究経費及び寄
附金事業費等 29,075 29,497 422
長期借入金償還金 3,305 3,300 △ 5
国立大学財務・経営センター
施設費納付金 － 69 69

計 156,654 158,526 1,872
収入－支出 － 43,598 43,598

収入 支出
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