
■貸借対照表 （平成 27 年 3 月 31 日）

資産の部

Ⅰ　固定資産
1  有形固定資産
　土地 168,333,318
　　減損損失累計額 △  780 168,332,538
　建物 251,694,334
　　減価償却累計額 △  101,022,758 150,671,575
　構築物 21,301,899
　　減価償却累計額 △  8,379,067
　　減損損失累計額 △  1,333 12,921,499
　機械装置 619,302
　　減価償却累計額 △  54,268 565,034
　工具器具備品 135,982,661
　　減価償却累計額 △  106,131,954 29,850,706
　図書 33,839,923
　美術品・収蔵品 858,577
　船舶 176,065
　　減価償却累計額 △  169,932 6,132
　車両その他の陸上運搬具 339,841
　　減価償却累計額 △  278,417 61,424
　建設仮勘定 6,189,015
　その他の有形固定資産 73,587
　　減価償却累計額 △  67,171 6,415
　　　有形固定資産合計 403,302,843

2  無形固定資産
　特許権 345,922
　特許権仮勘定 765,817
　借地権 1,259,471
　商標権 1,740
　電話加入権 1,326
　ソフトウェア 254,109
　その他の無形固定資産 126,875
　　　無形固定資産合計 2,755,263

3  投資その他の資産
　投資有価証券 7,052,535
　関係会社株式 56,327
　破産更生債権等 20,456
　　貸倒引当金 △  20,456 −
　長期性預金 1,100,000
　その他の投資その他の資産 75,001
　　　投資その他の資産合計 8,283,864
　　　　固定資産合計 414,341,970

Ⅱ　流動資産
　現金及び預金 79,326,846
　未収学生納付金収入 302,212
　　徴収不能引当金 △  70,952 231,260
　未収附属病院収入 6,696,057
　　徴収不能引当金 △  148,182 6,547,874
　未収入金 2,100,212
　有価証券 2,001,911
　たな卸資産 788,164
　医薬品及び診療材料 565,026
　前払費用 286,589
　未収収益 17,970
　その他の流動資産 63,339
　　　流動資産合計 91,929,195
　　　　資産合計 506,271,166

（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 20,406,858
　　資産見返補助金等 15,412,353
　　資産見返寄附金 21,361,825
　　資産見返物品受贈額 27,299,987
　　建設仮勘定見返運営費交付金等 560,114
　　建設仮勘定見返施設費 1,809,949
　　特許権仮勘定見返運営費交付金等 367,257
　　特許権仮勘定見返補助金等 65,381
　　特許権仮勘定見返寄附金 11,205 87,294,933
　長期寄附金債務 123,731
　国立大学財務・経営センター債務負担金 7,613,788
　長期借入金 6,448,408
　引当金
　　退職給付引当金 139,020
　　環境安全対策引当金 122,944 261,965
　資産除去債務 5,637
　長期未払金 5,642,878
　　　固定負債合計 107,391,342

Ⅱ　流動負債
　運営費交付金債務 10,015,162
　預り施設費 16,900
　預り補助金等 118,211
　寄附金債務 18,584,837
　前受受託研究費等 7,264,422
　前受受託事業費等 116,798
　前受金 2,609,385
　預り科学研究費補助金等 2,280,902
　預り金 805,358
　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 1,859,001

　一年以内返済予定長期借入金 568,943
　未払金 25,891,694
　未払費用 31,926
　未払消費税等 80,163
　引当金
　　賞与引当金 144,375 144,375
　資産除去債務 1,144
　　　流動負債合計 70,389,228
　　　　負債合計 177,780,570

純資産の部
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 119,881,232
　損益外減価償却累計額（−） △  93,819,774
　損益外減損損失累計額（−） △  8,743
　損益外有価証券損益累計額（その他）（±） △  19,672
　損益外利息費用累計額（−） △  55
　　　資本剰余金合計 26,032,987

Ⅲ　利益剰余金
　前中期目標期間繰越積立金 20,345,055
　教育研究等積立金 537,596
　積立金 5,528,460
　当期未処分利益 2,337,264
　（うち当期総利益2,337,264）
　　　利益剰余金合計 28,748,376
　　　　純資産合計 328,490,595
　　　　　負債純資産合計 506,271,166

（単位：千円）

（単位：千円）
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■損益計算書 （平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）

経常費用
業務費
　教育経費 8,433,184
　研究経費 23,117,078
　診療経費 21,712,251
　教育研究支援経費 3,287,858
　受託研究費 27,153,873
　受託事業費 1,452,361
　役員人件費 377,917
　教員人件費 39,070,154
　職員人件費 27,624,039 152,228,719
一般管理費 3,709,741
財務費用
　支払利息 558,630
　その他の財務費用 2,914 561,544
雑　損 42,701
　　経常費用合計 156,542,706

経常収益
運営費交付金収益 53,901,252
授業料収益 11,726,725
入学金収益 1,730,041
検定料収益 306,177
附属病院収益 33,784,138
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 4,232,672
　他の主体からの受託による収益 23,149,172 27,381,844
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 739,076
　他の主体からの受託による収益 726,118 1,465,195
寄附金収益 4,499,214
財務収益
　受取利息 173,723
　有価証券利息 136,608
　その他の財務収益 125 310,457
雑　益
　講習料収益 3,210
　財産貸付料収益 563,996
　寄宿料収益 31,477
　入場料収益 38,653
　農場及研究林収益 48,227
　刊行物等売払代収益 8,417
　不用物品売払代収益 5
　手数料収益 48,864
　補助金等収益 7,816,429
　施設費収益 1,079,144
　研究関連収入 3,706,470
　その他雑益 1,037,076 14,381,972
資産見返負債戻入 9,611,319
　　経常収益合計 159,098,339

経常利益 2,555,633

（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
156,543

経常収益
159,098

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

34,838
（22.3%）

診療経費
21,713
（13.9%）

受託研究費，
受託事業費
28,606
（18.2%）

教員人件費
39,070
（25.0%）

役員人件費，
職員人件費
28,002
（17.8%）

一般管理費
3,710（2.4%）

経常費用
教育経費，研究経費，教育研究支援経費　22.3%
　・　教育経費　5.4%，研究経費　14.8%，教育研究支援経費　2.1%
受託研究費，受託事業費　18.2%
　・　受託研究費　17.3%，受託事業費　0.9%
役員人件費，職員人件費　17.8%
　・　役員人件費　0.2%，職員人件費　17.6%
財務費用，雑損　0.4%
　・　財務費用　0.4%，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
604（0.4%）

寄附金収益
4,499（2.8%）

財務収益
311（0.2%）

雑益
14,382（9.0%）

資産見返負債戻入
9,611（6.1%）

運営費交付金収益
53,901
（33.9%）

授業料収益，
入学金収益，
検定料収益
13,763
（8.7%）

附属病院収益
33,784
（21.2%）

受託研究等収益，
受託事業等収益
28,847
（18.1%）

経常収益
授業料収益，入学金収益，検定料収益　8.7%
　・　授業料収益　7.4%，入学金収益　1.1%，検定料収益　0.2%
受託研究等収益，受託事業等収益　18.1%
　・　受託研究等収益　17.2%，受託事業等収益　0.9%
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

臨時損失
固定資産除却損 179,713
固定資産売却損 8,563
減損損失 23,929
環境安全対策引当金繰入額 122,944 335,152

臨時利益
固定資産売却益 36,612
その他の臨時利益 37,471 74,084

2,294,565
42,699

当期総利益 2,337,264

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
174,031

支出合計
169,724

運営費交付金
60,330
（34.7%）

附属病院収入
33,542
（19.3%）

産学連携等研究収入
及び寄附金収入等

38,415
（22.0%）

授業料、入学料
及び検定料収入
12,163（7.0%）

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
12,701（7.3%）

出資金　70（0.0%）

施設整備費
12,621（7.4%）

長期借入金償還金
2,913（1.7%）

補助金等
12,308
（7.3%）

教育研究経費
71,142
（41.9%）

診療経費
33,166
（19.5%）

産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等

37,504
（22.2%）

出資金　70（0.0%）

補助金等収入　12,391（7.1%）

雑収入，引当金取崩，
財産処分収入
3,593（2.1%）

前中期目標期間
繰越積立金取崩
826（0.5%）

【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　22.0%
　・　受託研究費等　19.0%，寄附金　3.0%，
授業料，入学料及び検定料収入　7.0%
　・　授業料　5.8%，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  長期借入金
金、長期借入金収入
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  前中期目標期間繰越積立金に係る取り崩し額
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（施設整備費補助金を除く）
出資金  国立大学法人の行う特定研究成果活用支援事業に対して国か

ら交付された出資金

支出
教育研究経費　41.9%
　・　教育経費　3.9%，研究経費　7.8%，教育研究支援経費　1.5%，
　　　一般管理費　2.8%，人件費　25.6%，不動産購入費　0.3％
診療経費　19.5%
　・　診療経費　14.1%，人件費　5.4%
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等　22.2%
　・　受託研究費等　19.5%，寄附金　2.7%

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）

出資金  国立大学法人の行う特定研究成果活用支援事業の実施に
伴う出資金

■平成 26 事業年度決算報告書 （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 58,332 60,330 1,998
　うち復興特別会計計上分 2 2 −
施設整備費補助金 11,236 9,794 △1,442
　うち復興特別会計計上分 − − −
補助金等収入 11,816 12,391 575
国立大学財務・経営センター施設費交付金 148 148 −
自己収入 47,699 49,163 1,464

授業料、入学料及び検定料収入 12,843 12,163 △680
附属病院収入 33,117 33,542 425
財産処分収入 797 1,241 444
雑収入 942 2,217 1,275

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 34,290 38,415 4,125
引当金取崩 − 135 135
長期借入金収入 4,391 2,759 △1,632
前中期目標期間繰越積立金取崩 1,292 826 △466
出資金 1,800 70 △1,730

計 171,004 174,031 3,027

区　　分 予算 決算 差額
（決算−予算）

支出
業務費 106,165 104,308 △1,857

教育研究経費 76,006 71,142 △4,864
診療経費 30,159 33,166 3,007

施設整備費 15,775 12,621 △3,154
補助金等 11,816 12,308 492
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 34,290 37,504 3,214
長期借入金償還金 2,958 2,913 △45
出資金 − 70 70

計 171,004 169,724 △1,280
収入−支出 − 4,307 4,307
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