
■貸借対照表 （平成 28 年 3 月 31 日）

資産の部

Ⅰ　固定資産
1  有形固定資産
　土地 165,418,273
　　減損損失累計額 △� 16,240 165,402,033
　建物 267,287,285
　　減価償却累計額 △� 110,822,221 156,465,064
　構築物 22,128,000
　　減価償却累計額 △� 9,230,541
　　減損損失累計額 △� 1,333 12,896,125
　機械装置 646,815
　　減価償却累計額 △� 118,009 528,806
　工具器具備品 139,771,240
　　減価償却累計額 △� 112,638,165 27,133,075
　図書 34,010,390
　美術品・収蔵品 898,774
　船舶 283,898
　　減価償却累計額 △� 179,664 104,233
　車両その他の陸上運搬具 336,360
　　減価償却累計額 △� 268,251 68,109
　建設仮勘定 4,988,461
　その他の有形固定資産 79,419
　　減価償却累計額 △� 69,980 9,438
　　　有形固定資産合計 402,504,511

2  無形固定資産
　特許権 382,383
　特許権仮勘定 792,573
　借地権 1,259,471
　商標権 1,508
　電話加入権 1,326
　ソフトウェア 226,697
　その他の無形固定資産 127,691
　　　無形固定資産合計 2,791,652

3  投資その他の資産
　投資有価証券 6,641,903
　関係会社株式 111,000
　その他の関係会社有価証券 1,500,000
　破産更生債権等 19,802
　　貸倒引当金 △� 19,802 -
　長期性預金 2,500,000
　その他の投資その他の資産 121,071
　　　投資その他の資産合計 10,873,974
　　　　固定資産合計 416,170,139

Ⅱ　流動資産
　現金及び預金 71,108,178
　未収学生納付金収入 305,403
　　徴収不能引当金 △� 54,647 250,755
　未収附属病院収入 7,046,758
　　徴収不能引当金 △� 128,708 6,918,049
　未収入金 2,247,921
　未収消費税等 87,674
　有価証券 401,246
　たな卸資産 794,209
　医薬品及び診療材料 587,471
　前払費用 136,084
　未収収益 12,380
　その他の流動資産 241,006
　　　流動資産合計 82,784,977
　　　　資産合計 498,955,116

（単位：千円）

財務状況
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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 22,396,079
　　資産見返補助金等 13,269,556
　　資産見返寄附金 22,075,880
　　資産見返物品受贈額 27,066,991
　　建設仮勘定見返運営費交付金等 516,419
　　建設仮勘定見返施設費 1,944,622
　　建設仮勘定見返寄附金 9,676
　　特許権仮勘定見返運営費交付金等 409,700
　　特許権仮勘定見返補助金等 56,714
　　特許権仮勘定見返寄附金 14,692 87,760,334
　長期寄附金債務 123,178
　国立大学財務・経営センター債務負担金 5,995,189
　長期借入金 13,669,480
　引当金
　　退職給付引当金 143,596
　　環境安全対策引当金 122,944 266,540
　資産除去債務 5,641
　長期未払金 4,508,178
　　　固定負債合計 112,328,543

Ⅱ　流動負債
　寄附金債務 21,142,802
　前受受託研究費等 6,279,060
　前受受託事業費等 181,596
　前受金 720,786
　預り科学研究費補助金等 1,970,233
　預り金 795,818
　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 1,618,598

　一年以内返済予定長期借入金 611,928
　未払金 19,377,532
　未払費用 25,140
　引当金
　　賞与引当金 156,736 156,736
　資産除去債務 59,464
　　　流動負債合計 52,939,697
　　　　負債合計 165,268,241

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 125,197,141
　損益外減価償却累計額（−） △� 101,842,108
　損益外減損損失累計額（−） △� 24,203
　損益外利息費用累計額（−） △� 55
　　　資本剰余金合計 23,330,775

Ⅲ　利益剰余金
　前中期目標期間繰越積立金 19,418,273
　教育研究等積立金 656,609
　積立金 7,504,670
　当期未処分利益 9,067,315
　（うち当期総利益9,067,315）
　　　利益剰余金合計 36,646,869
　　　　純資産合計 333,686,875
　　　　　負債純資産合計 498,955,116

（単位：千円）

（単位：千円）
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■損益計算書 （平成 27 年 4 月 1 日〜平成 28 年 3 月 31 日）

経常費用
業務費
　教育経費 7,831,600
　研究経費 21,490,315
　診療経費 23,941,207
　教育研究支援経費 3,268,176
　受託研究費 32,558,049
　受託事業費 1,609,576
　役員人件費 169,234
　教員人件費 39,206,369
　職員人件費 27,627,969 157,702,497
一般管理費 3,474,493
財務費用
　支払利息 446,356 446,356
雑　損 40,820
　　経常費用合計 161,664,168

経常収益
運営費交付金収益 54,134,104
授業料収益 11,777,898
入学金収益 1,740,898
検定料収益 306,709
附属病院収益 35,520,201
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 2,821,850
　他の主体からの受託による収益 30,531,411 33,353,262
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 920,279
　他の主体からの受託による収益 729,668 1,649,948
寄附金収益 4,454,167
財務収益
　受取利息 168,180
　有価証券利息 99,957
　その他の財務収益 3,199 271,338
雑　益
　講習料収益 15,221
　財産貸付料収益 581,820
　寄宿料収益 42,097
　入場料収益 45,317
　農場及研究林収益 48,086
　刊行物等売払代収益 8,453
　不用物品売払代収益 356
　手数料収益 52,468
　物品受贈益 3,410
　補助金等収益 7,146,012
　施設費収益 512,996
　研究関連収入 3,049,244
　その他雑益 989,993 12,495,479
資産見返負債戻入 8,905,219
　　経常収益合計 164,609,227

経常利益 2,945,059

（単位：千円）

Kyoto University 201639



【損益計算書の概要】 （単位：百万円）

経常費用
161,664

経常収益
164,609

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

32,590
（20.1%）

診療経費
23,941
（14.8%）

受託研究費，
受託事業費
34,168
（21.1%）

教員人件費
39,206
（24.3%）

役員人件費，
職員人件費
27,797
（17.2%）

一般管理費
3,475（2.2%）

財務費用，雑損
487（0.3%）

寄附金収益
4,454（2.7%）

財務収益
271（0.2%）

雑益
12,496（7.6%）

資産見返負債戻入
8,905（5.4%）

運営費交付金収益
54,134
（32.9%）

授業料収益，
入学金収益，
検定料収益
13,826
（8.3%）

附属病院収益
35,520
（21.6%）

受託研究等収益，
受託事業等収益
35,003
（21.3%）

臨時損失
固定資産除却損 255,241
減損損失 3,460 258,702

臨時利益
固定資産売却益 18,544
運営費交付金収益 6,255,386
その他の臨時利益 5,024 6,278,954

8,965,311
20,988
81,015

当期総利益 9,067,315

当期純利益
目的積立金取崩額
前中期目標期間繰越積立金取崩額

経常費用
　教育経費，研究経費，教育研究支援経費　20.1％
　　・　教育経費　4.8％，研究経費　13.3％，教育研究支援経費　2.0％
　受託研究費，受託事業費　21.1％
　　・　受託研究費　20.1％，受託事業費　1.0％
　役員人件費，職員人件費　17.2％
　　・　役員人件費　0.1％，職員人件費　17.1％
　財務費用，雑損　0.3％
　　・　財務費用　0.3％，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

経常収益
　授業料収益，入学金収益，検定料収益　8.3％
　　・　授業料収益　7.1％，入学金収益　1.0％，検定料収益　0.2％
　受託研究等収益，受託事業等収益　21.3％
　　・　受託研究等収益　20.3％，受託事業等収益　1.0％
　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
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収入合計
177,442

支出合計
172,572

運営費交付金
58,836
（33.2%）

附属病院収入
35,118
（19.8%）

産学連携等研究収入
及び寄附金収入等

43,925
（24.8%）

授業料、入学料
及び検定料収入
12,215（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
12,663（7.1%）

出資金　1,500（0.8%）

施設整備費
12,661（7.3%）

長期借入金償還金
2,709（1.6%）

教育研究経費
71,658
（41.5%）

診療経費
34,554
（20.0%）

産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等

41,409
（24.0%）

出資金　1,500（0.9%）

補助金等収入　8,075（4.5%） 補助金等　8,081（4.7%）

財産処分収入，雑収入，
引当金取崩
4,076（2.3%）

前中期目標期間
繰越積立金取崩，目的積立金取崩

1,034（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�24.8％
　・　受託研究費等　21.0％，寄附金　3.8％，
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％
前中期目標期間繰越積立金取崩，目的積立金取崩　0.5％
　・　前中期目標期間繰越積立金取崩　0.4％，目的積立金取崩　0.1％

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
目的積立金取崩� 目的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）
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

※　（独）国立大学財務・経営センターは平成28年4月1日をもって、（独）大学評価・学位授与機構と統合し、「（独）大学改革支援・学位授与機構」となっております。

支出
教育研究経費　41.5％
　・　教育経費　3.4％，研究経費　7.8％，教育研究支援経費　1.5％，
　　　一般管理費　3.0％，人件費　25.1％，不動産購入費　0.7％
診療経費　20.0％
　・　診療経費　14.8％，人件費　5.2％
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等　24.0％
　・　受託研究費等　21.6％，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）

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 27 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 62,039 58,836 △3,203
　うち復興特別会計計上分 1 1 −
施設整備費補助金 7,322 4,682 △2,640
　うち復興特別会計計上分 − − −
補助金等収入 8,847 8,075 △772
国立大学財務・経営センター施設費交付金 148 148 −
自己収入 49,893 51,264 1,371

授業料、入学料及び検定料収入 13,118 12,215 △903
附属病院収入 33,292 35,118 1,826
財産処分収入 2,324 1,610 △713
雑収入 1,160 2,321 1,161

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 36,767 43,925 7,158
引当金取崩 − 145 145
長期借入金収入 7,838 7,833 △5
前中期目標期間繰越積立金取崩 489 792 303
目的積立金取崩 537 242 △295
出資金 1,850 1,500 △350

計 175,730 177,442 1,712

区　　分 予算 決算 差額
（決算−予算）

支出
業務費 112,023 106,212 △5,811

教育研究経費 81,517 71,658 △9,859
診療経費 30,506 34,554 4,048

施設整備費 15,308 12,661 △2,647
補助金等 8,847 8,081 △766
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 36,767 41,409 4,642
長期借入金償還金 2,785 2,709 △76
出資金 − 1,500 1,500

計 175,730 172,572 △3,158
収入−支出 − 4,870 4,870
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