
■貸借対照表 （平成 31 年 3 月 31 日）

資産の部 （単位：千円）

Ⅰ　固定資産
1  有形固定資産
　土地 163,041,758
　　減損損失累計額 △� 34,580 163,007,178
　建物 285,575,954
　　減価償却累計額 △� 139,937,743
　　減損損失累計額 △� 238,583 145,399,627
　構築物 27,322,625
　　減価償却累計額 △� 12,484,471
　　減損損失累計額 △� 2,436 14,835,717
　機械装置 735,301
　　減価償却累計額 △� 325,568 409,733
　工具器具備品 154,731,893
　　減価償却累計額 △� 134,083,727 20,648,165
　図書 34,537,030
　美術品・収蔵品 933,581
　船舶 282,128
　　減価償却累計額 △� 222,117 60,010
　車両その他の陸上運搬具 383,767
　　減価償却累計額 △� 302,759 81,007
　建設仮勘定 10,344,017
　その他の有形固定資産 82,841
　　減価償却累計額 △� 72,700 10,141
　　　有形固定資産合計 390,266,211

2  無形固定資産
　特許権 600,358
　特許権仮勘定 646,248
　借地権 1,259,471
　商標権 812
　電話加入権 1,326
　ソフトウェア 200,141
　その他の無形固定資産 481,081
　　　無形固定資産合計 3,189,439

3  投資その他の資産
　投資有価証券 6,103,007
　関係会社株式 201,000
　その他の関係会社有価証券 5,393,960
　破産更生債権等 16,688
　　貸倒引当金 △� 16,688 �-�
　長期性預金 3,500,000
　その他の投資その他の資産 85,724
　　　投資その他の資産合計 15,283,692
　　　　固定資産合計 408,739,344

Ⅱ　流動資産
　現金及び預金 78,252,788
　未収学生納付金収入 311,792
　　徴収不能引当金 △� 73,767 238,024
　未収附属病院収入 7,267,802
　　徴収不能引当金 △� 65,168 7,202,634
　未収入金 3,172,480
　金銭の信託 5,135,196
　有価証券 500,174
　たな卸資産 834,839
　医薬品及び診療材料 911,793
　前払費用 234,867
　未収収益 11,700
　その他の流動資産 82,293
　　　流動資産合計 96,576,793
　　　　資産合計 505,316,137

Kyoto University 2019 38

財務状況



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 23,838,886
　　資産見返補助金等 8,920,553
　　資産見返寄附金 19,340,528
　　資産見返物品受贈額 26,484,913
　　建設仮勘定見返運営費交付金等 116,740
　　建設仮勘定見返施設費 2,259,882
　　建設仮勘定見返寄附金 11,592
　　特許権仮勘定見返運営費交付金等 240,103
　　特許権仮勘定見返補助金等 11,086
　　特許権仮勘定見返寄附金 84,095 81,308,382
　長期寄附金債務 1,149,953
　大学改革支援・学位授与機構債務負担金 2,523,575
　長期借入金 22,251,716
　引当金
　　退職給付引当金 113,441
　　環境安全対策引当金 90,108 203,550
　資産除去債務 6,582
　長期未払金 5,640,975
　　　固定負債合計 113,084,736

Ⅱ　流動負債
　運営費交付金債務 1,264,220
　寄附金債務 32,960,638
　前受受託研究費 2,506,888
　前受共同研究費 3,817,139
　前受受託事業費等 198,498
　前受金 726,835
　預り科学研究費補助金等 1,941,694
　預り金 857,766
　一年以内返済予定大学改革支援・
　学位授与機構債務負担金 954,231

　一年以内返済予定長期借入金 933,060
　未払金 23,185,057
　未払費用 5,072
　未払消費税等 121,757
　引当金
　　賞与引当金 275,519 275,519
　資産除去債務 153
　　　流動負債合計 69,748,532
　　　　負債合計 182,833,269

純資産の部 （単位：千円）
Ⅰ　資本金

　政府出資金 268,182,239
　　　資本金合計 268,182,239

Ⅱ　資本剰余金
　資本剰余金 141,339,843
　損益外減価償却累計額（−） △� 124,790,831
　損益外減損損失累計額（−） △� 70,453
　損益外有価証券損益累計額（その他）（±） △� 906,039
　損益外利息費用累計額（−） △� 53
　　　資本剰余金合計 15,572,465

Ⅲ　利益剰余金
　前中期目標期間繰越積立金 34,174,949
　教育研究等積立金 1,498,661
　積立金 1,180,327
　当期未処分利益 1,874,225
　（うち当期総利益1,874,225）
　　　利益剰余金合計 38,728,163
　　　　純資産合計 322,482,867
　　　　　負債純資産合計 505,316,137
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■損益計算書 （平成 30 年 4 月 1 日〜平成 31 年 3 月 31 日）

経常費用 （単位：千円）
業務費
　教育経費 7,570,858
　研究経費 18,949,602
　診療経費 25,133,684
　教育研究支援経費 2,820,933
　受託研究費 24,471,271
　共同研究費 5,435,271
　受託事業費等 1,858,054
　役員人件費 169,313
　教員人件費 38,102,296
　職員人件費 29,329,285 153,840,571
一般管理費 3,919,216
財務費用
　支払利息 182,002
　その他の財務費用 781 182,783
雑　損 17,544
　　経常費用合計 157,960,116

経常収益
運営費交付金収益 52,976,064
授業料収益 11,616,168
入学金収益 1,768,845
検定料収益 318,594
附属病院収益 38,643,740
受託研究収益 24,352,516
共同研究収益 5,564,367
受託事業等収益 1,863,672
寄附金収益 5,163,199
財務収益
　受取利息 92,720
　有価証券利息 65,458
　その他の財務収益 850 159,029
雑　益
　講習料収益 71,070
　財産貸付料収益 1,014,065
　寄宿料収益 42,799
　入場料収益 50,982
　農場及研究林収益 45,331
　刊行物等売払代収益 7,065
　不用物品売払代収益 2,430
　手数料収益 86,521
　補助金等収益 3,719,159
　施設費収益 274,336
　研究関連収入 3,041,802
　その他雑益 1,607,386 9,962,952
資産見返負債戻入 7,122,048
　　経常収益合計 159,511,197

経常利益 1,551,080
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【損益計算書の概要】 （単位：百万円）

経常費用
157,960

経常収益
159,511

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

29,341
（18.6%）

診療経費
25,134
（15.9%）

受託研究費，共同研究費
受託事業費等
31,765
（20.1%）

教員人件費
38,102
（24.1%）

役員人件費，
職員人件費
29,499
（18.7%）

一般管理費
3,919（2.5%）

財務費用，雑損
200（0.1%）

寄附金収益
5,163（3.2%）

財務収益
159（0.1%）

雑益
9,963（6.2%）

資産見返負債戻入
7,122（4.5%）

運営費交付金収益
52,976
（33.2%）

授業料収益，
入学金収益，
検定料収益
13,704
（8.6%）

附属病院収益
38,644
（24.2%）

受託研究収益，
共同研究収益，
受託事業等収益
31,780
（20.0%）

臨時損失
固定資産除却損 295,735
固定資産売却損 595
減損損失 724 297,054

臨時利益
固定資産売却益 48,767 48,767

1,302,792
12,236
559,195

当期総利益 1,874,225

目的積立金取崩額
当期純利益

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　18.6％
　　・　教育経費　4.8％，研究経費　12.0％，教育研究支援経費　1.8％
　受託研究費，共同研究費，受託事業費等　20.1％
　　・　受託研究費　15.5％，共同研究費　3.4％，受託事業費等　1.2％
　役員人件費，職員人件費　18.7％
　　・　役員人件費　0.1％，職員人件費　18.6％
　財務費用，雑損　0.1％
　　・　財務費用　0.1％，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に要する費用（人件
費を含む）

共同研究費� 国や民間等からの共同研究に要する費用（人件
費を含む）

受託事業費等� 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　8.6％
　　・　授業料収益　7.3％，入学金収益　1.1％，検定料収益　0.2％
　受託研究収益，共同研究収益，受託事業等収益　20.0％
　　・　受託研究収益　15.3％，共同研究収益　3.5％，受託事業等収益　1.2％
　財務収益　0.1％
　　・　受取利息　0.1％，有価証券利息　0.0％

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
受託研究収益� 国や民間等からの受託研究に係る収益
共同研究収益� 国や民間等からの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
174,639

支出合計
164,800

運営費交付金
56,819

（32.5%）

附属病院収入
38,396

（22.0%）

産学連携等研究収入
及び寄附金収入等

46,527
（26.6%）

授業料，入学料
及び検定料収入
12,054（6.9%）

施設整備費補助金，
大学改革支援・学位授与機構

施設費交付金，
長期借入金収入

9,728（5.6%）

出資金　1,500 （0.9%）

施設整備費
9,688（5.9%）

長期借入金償還金
2,186（1.3%）

補助金等
4,986（3.0%）

教育研究経費
69,787

（42.4%）

診療経費
37,711

（22.8%）

産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等

38,942
（23.7%）

出資金　1,500（0.9%）

補助金等収入　4,986（2.8%）

財産処分収入，雑収入，
引当金取崩

3,593（2.1%）

前中期目標期間繰越積立金取崩，目的積立金取崩
1,036（0.6%）

【決算報告書の概要】 （単位：百万円）

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
大学改革支援・学位� 大学改革支援・学位授与機構からの施設費交付金並びに長期借入金
授与機構施設費交付
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

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大学改革支援・学位授

与機構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 大学改革支援・学位授与機構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 30 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 �55,519� �56,819� �1,300�

うち補正予算による追加 �−� �111� �111�
施設整備費補助金 �3,333� �3,009� �△�324�

うち補正予算による追加 �−� �216� �216�
補助金等収入 �4,284� �4,986� �702�
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 �97� �97� �−�
自己収入 �51,167� �53,813� �2,646�

授業料、入学料及び検定料収入 �12,427� �12,054� �△�373�
附属病院収入 �36,129� �38,396� �2,267�
財産処分収入 �305� �284� �△�21�
雑収入 �2,306� �3,079� �773�

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 �45,844� �46,527� �683�
引当金取崩 �−� �230� �230�
長期借入金収入 �6,623� �6,622� �△�1�
前中期目標期間繰越積立金取崩 �1,454� �863� �△�591�

区　　分 予算 決算 差額
（決算−予算）

目的積立金取崩 �246� �173� �△�73�
出資金 �4,200� �1,500� �△�2,700�

計 �172,767� �174,639� �1,872�
支出

業務費 �106,167� �107,498� �1,331�
教育研究経費 �71,552� �69,787� �△�1,765�
　うち設備災害復旧等事業 �−� �47� �47�
診療経費 �34,615� �37,711� �3,096�

施設整備費 �10,053� �9,688� �△�365�
　うち災害復旧等事業 �−� �175� �175�

補助金等 �4,284� �4,986� �702�
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 �45,844� �38,942� �△�6,902�
長期借入金償還金 �2,219� �2,186� �△�33�
出資金 �4,200� �1,500� �△�2,700�

計 �172,767� �164,800� �△�7,967�
収入−支出 �−� �9,839� �9,839�

支出
教育研究経費　42.4％
　・　教育経費　3.5％，研究経費　8.4％，教育研究支援経費　1.5％，
　　　一般管理費　2.6％，人件費　26.4％
診療経費　22.8％
　・　診療経費　17.3％，人件費　5.5％
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等　23.7％
　・　受託研究費等　20.6％，寄附金　3.1％

収入
産学連携等研究収入及び寄附金収入等　26.6％
　・　受託研究費等　19.9％，寄附金　6.7％，
授業料，入学料及び検定料収入　6.9％
　・　授業料　5.7％，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　0.6％
　・　前中期目標期間繰越積立金取崩　0.5％，目的積立金取崩　0.1％
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