
（平成26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 162,799,417
減損損失累計額 △  780 162,798,637

建物 236,020,855
減価償却累計額 △ 91,548,819 144,472,035

構築物 19,871,916
減価償却累計額 △  7,582,356
減損損失累計額 △  1,333 12,288,226

機械装置 89,791
減価償却累計額 △ 31,331 58,460

工具器具備品 128,905,847
減価償却累計額 △  95,798,893 33,106,954

図書 33,686,753
美術品・収蔵品 841,002
船舶 176,065
減価償却累計額 △  165,095 10,969

車両その他の陸上運搬具 329,298
減価償却累計額 △ 276,409 52,889

建設仮勘定 14,302,692
その他の有形固定資産 59,742
減価償却累計額 △ 43,290 16,451
　有形固定資産合計 401,635,073

２ 無形固定資産
特許権 288,663
特許権仮勘定 716,767
借地権 1,259,471
商標権 1,972
電話加入権 1,326
ソフトウェア 227,823
その他 125,392
　無形固定資産合計 2,621,417

３ 投資その他の資産
投資有価証券 8,561,833
関係会社株式 6,000
破産更生債権等 21,709
貸倒引当金 △ 21,709 －

長期性預金 2,600,000
その他 48,294
　投資その他の資産合計 11,216,128
　　固定資産合計 415,472,618

Ⅱ　流動資産
現金及び預金 73,884,926
未収学生納付金収入 312,429
徴収不能引当金 △ 62,539 249,889

未収附属病院収入 6,584,750
徴収不能引当金 △ 277,106 6,307,643

未収入金 1,982,174
有価証券 4,001,193
たな卸資産 69,917
医薬品及び診療材料 572,100
前払費用 791,631
未収収益 20,855
その他の流動資産 98,260
　流動資産合計 87,978,593
　　資産合計 503,451,212
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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 17,236,522
資産見返補助金等 12,696,823
資産見返寄附金 22,661,078
資産見返物品受贈額 27,618,066
建設仮勘定見返運営費交付金等 1,370,312
建設仮勘定見返施設費 2,667,040
建設仮勘定見返補助金等 1,500,450
建設仮勘定見返寄附金 120,205
特許権仮勘定見返運営費交付金等 297,514
特許権仮勘定見返補助金等 69,538
特許権仮勘定見返寄附金 7,886 86,245,439
長期寄附金債務 124,284
国立大学財務・経営センター債務負担金 9,472,789
長期借入金 4,258,725
引当金
退職給付引当金 153,878 153,878
資産除去債務 5,705
長期未払金 7,754,628
　固定負債合計 108,015,449

 

Ⅱ　流動負債
運営費交付金債務 13,040,197
預り施設費 112,108
預り補助金等 107,298
寄附金債務 17,829,141
前受受託研究費等 6,393,122
前受受託事業費等 150,009
前受金 3,095,189
預り科学研究費補助金等 2,162,008
預り金 733,630
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 2,061,118
一年以内返済予定長期借入金 503,502
未払金 24,333,298
未払費用 39,144
引当金
賞与引当金 137,387 137,387
資産除去債務 1,144
　流動負債合計 70,698,301
　負債合計 178,713,751

 

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 109,038,500
損益外減価償却累計額（－） △  85,502,928
損益外減損損失累計額（－） △  8,743
損益外利息費用累計額（－） △ 52
　資本剰余金合計 23,526,776

 

Ⅲ　利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金 21,435,396
教育研究等積立金 500,699
積立金 3,827,210
当期未処分利益 1,738,147
（ うち当期総利益1,738,147）
　　利益剰余金合計 27,501,452
　　　純資産合計 324,737,460
　　　負債純資産合計 503,451,212
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（平成25年4月1日～平成26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 7,745,407
研究経費 23,452,115
診療経費 21,335,479
教育研究支援経費 2,638,106
受託研究費 23,131,602
受託事業費 2,367,622
役員人件費 159,566
教員人件費 35,693,587
職員人件費 26,782,945 143,306,432

一般管理費 4,021,432
財務費用
支払利息 689,405
その他の財務費用 2,599 692,004

雑　損 34,830
　経常費用合計 148,054,701

経常収益
運営費交付金収益 49,227,091
授業料収益 9,905,260
入学金収益 1,724,063
検定料収益 310,851
附属病院収益 33,227,153
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 4,912,941
他の主体からの受託による収益 18,115,816 23,028,757

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 1,626,856
他の主体からの受託による収益 742,192 2,369,048

寄附金収益 4,137,076
財務収益
受取利息 202,103
有価証券利息 150,676
その他の財務収益 500 353,279

雑　益
講習料収益 4,038
財産貸付料収益 521,497
寄宿料収益 35,543
入場料収益 23,457
農場及研究林収益 44,869
刊行物等売払代収益 8,618
不用物品売払代収益 6
手数料収益 45,004
物品受贈益 42
補助金等収益 9,389,350
施設費収益 1,090,807
研究関連収入 4,141,173
その他雑益 1,025,891 16,330,301

資産見返負債戻入 9,432,556
　経常収益合計 150,045,440

経常利益 1,990,739
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臨時損失
固定資産除却損 431,160
固定資産売却損 6,705
減損損失 10,243
その他の臨時損失 4,965 453,075

臨時利益
固定資産売却益 22,890
その他の臨時利益 4,965 27,856

当期純利益 1,565,520
前中期目標期間繰越積立金取崩額 172,626
当期総利益 1,738,147

 

（内訳）
教育経費，研究経費，教育研究支援経費 22.9%
　・教育経費5.2%，研究経費15.9%，教育研究支援経費1.8%

受託研究費，受託事業費17.2%
　・受託研究費15.6%，受託事業費1.6%

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0.5%
　・財務費用0.5%，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8.0%
　・授業料収益6.6%，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16.9%
　・受託研究等収益15.3%，受託事業等収益1.6%

財務収益0.2%
　・受取利息0.1%，有価証券利息0.1%

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）のうち，
期間進行基準に応じて収益化したもの

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
148,055

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

33,836
（22.9%）

診療経費
21,335
（14.4%）

受託研究費，
受託事業費
25,499
（17.2%）

教員人件費 
35,694
（24.1%）

役員人件費，
職員人件費
26,943
（18.2%）

一般管理費 
4,021
（2.7%）

財務費用，雑損
727

（0.5%）

経常収益
150,045

運営費交付金収益
49,227
32.8%

授業料収益，
　　   入学金収益，
　　　   検定料収益
　　      11,940

　　          （8.0%）
附属病院収益
33,227
（22.1%）

受託研究等収益，
受託事業等収益
25,398
（16.9%）

寄附金収益
4,137
（2.8%）

資産見返負債戻入
9,433
（6.3%）

雑益
16,330
（10.9%）

財務収益
353

（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
 174,807 

 運営費交付金 
56,061
（32.1%）

 附属病院収入
33,633
（19.2%）

  産学連携等研究収入
及び寄附金収入等

35,335
（20.2%）

  授業料、
入学料及び
検定料収入
12,393
（7.1%）

 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 
14,831
(8.5%）

 財産処分収入，
雑収入，
引当金取崩 
7,672
(4.4%)

 前中期目標期間
繰越積立金取崩

1,106
(0.6%)  補助金等収入

　13,776
　  (7.9%)

支出合計
 169,271 

 教育研究経費
71,016
（42.0%）

 診療経費
32,924
（19.4%）

 産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等
 33,442
（19.8%）

 施設整備費 
14,864
（8.8%）

 補助金等
13,915
  （8.2%）

  長期借入金
償還金
3,110
（1.8%）

（内訳）
産学連携等研究収入及び寄附金収入等20.2%
　・受託研究費等17.0%，寄附金3.2%，

授業料，入学料及び検定料収入7.1%
　・授業料5.9%，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
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に係る取り崩し額

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（施設整備費補助金を除く）

（内訳）
教育研究経費42.0%
　・教育経費3.6%，研究経費7.5%，教育研究支援経費1.5%，
　  一般管理費3.1%，人件費23.1%，不動産購入費3.2％
診療経費19.4%
　・診療経費14.0%，人件費5.4%

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等19.8%
　・受託研究費等17.4%，寄附金2.4%

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長期借入金による建物や設
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）

【決算報告書の概要】 （単位：百万円）

■ 平成25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 55,543 56,061 518
うち復興特別会計計上分 3 3 －

施設整備費補助金 15,040 12,678 △ 2,362
うち復興特別会計計上分 － 5,431 5,431

補助金等収入 9,581 13,776 4,195
国立大学財務・経営センター
施設費交付金 148 148 －
自己収入 50,822 53,534 2,712
授業料、入学料及び検定
料収入 12,715 12,393 △ 322
附属病院収入 31,730 33,633 1,903
財産処分収入 5,618 5,441 △ 177
雑収入 759 2,067 1,308

産学連携等研究収入及び寄
附金収入等 29,819 35,335 5,516
引当金取崩 － 164 164
長期借入金収入 2,560 2,005 △ 555
前中期目標期間繰越積立金取
崩 1,462 1,106 △ 356

計  164,975  174,807  9,832 

区　　分 予　算 決　算 差　額
（決算－予算）

支出
業務費 104,703 103,940 △ 763
教育研究経費 76,097 71,016 △ 5,081
診療経費 28,606 32,924 4,318

施設整備費 17,748 14,864 △ 2,884
補助金等 9,581 13,915 4,334
産学連携等研究経費及び寄
附金事業費等 29,819 33,442 3,623
長期借入金償還金 3,124 3,110 △ 14

計 164,975 169,271 4,296
収入－支出 － 5,536 5,536

収入 支出

財務状況
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