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大型採択事業等 （令和4年4月1日現在） 財務状況

世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）
拠点名 拠点長 開始年度

物質－細胞統合システム拠点（iCeMS） 高等研究院特別教授　北川 進 平成19年度

ヒト生物学高等研究拠点（ASHBi） 高等研究院教授　斎藤 通紀 平成30年度

卓越大学院プログラム
取組名称 プログラムコーディネーター 開始年度

先端光・電子デバイス創成学 工学研究科教授　木本 恒暢 平成30年度

メディカルイノベーション大学院プログラム 医学研究科教授　渡邉 大 令和元年度

社会を駆動するプラットフォーム学
卓越大学院プログラム 情報学研究科教授　原田 博司 令和2年度

再生医療実現拠点ネットワークプログラム（iPS 細胞研究中核拠点）
拠点名 拠点長 開始年度

再生医療用iPS細胞ストック開発拠点 iPS細胞研究所名誉所長・教授　山中 伸弥 平成25年度

研究大学強化促進費補助金
事業名 申請部局 代表者 開始年度

研究大学強化促進事業 学術研究支援室 総長　湊 長博 平成25年度

課題解決型高度医療人材養成プログラム
取組名称 部局名 事業推進責任者 開始年度

発達症への介入による国民的健康課題の解決 医学研究科 医学研究科長　岩井 一宏 平成30年度

医療データ人材育成拠点形成事業
取組名称 部局名 事業責任者 開始年度

関西広域医療データ人材教育拠点形成事業 医学研究科 医学研究科長　岩井 一宏 令和元年度

スーパーグローバル大学等事業
取組名称 部局名 事業推進責任者 開始年度

京都大学ジャパンゲートウェイ構想 国際・共通教育推進部 教育担当理事　平島 崇男 平成26年度

大学の世界展開力強化事業
プログラム名称 取組学部・研究科等 事業推進責任者 開始年度

アフリカにおけるSDGsに向けた
高度イノベーション人材育成のための
国際連携教育プログラム

文学研究科、教育学研究科、工学研究科、
農学研究科、エネルギー科学研究科、
アジア・アフリカ地域研究研究科、地球環境学堂、
防災研究所、ヒト行動進化研究センター、
東南アジア地域研究研究所、野生動物研究センター、
アフリカ地域研究資料センター

アジア・アフリカ地域研究研究科教授　
高橋 基樹 令和2年度

科学技術人材育成費補助金
事業名 課題名 申請部局 代表者 開始年度

卓越研究員事業 卓越研究員事業 研究推進部 総長　湊 長博 平成28年度

世界で活躍できる研究者戦略育成事業 世界視力を備えた次世代トップ研究者
育成プログラム（L-INSIGHT） 次世代研究創成ユニット 総長　湊 長博 令和元年度

補助金等収益
67（4.0%）

損益計算書  （令和3年4月1日～令和4年3月31日）（単位：億円） 一般管理費 38（2.3%）

貸借対照表  （令和4年3月31日現在）（単位：億円）

投資有価証券等
251（4.5%）

工具器具備品等 246（4.4%）

図書 352（6.3%）

雑収入 32（1.6%）

教育研究支援経費
24（1.4%）

寄附金収益
54（3.2%）

その他 204（3.7%）

補助金等収入
74（3.6%）

令和3事業年度　総事業費（受入額）（単位：億円）
金額 構成比

総事業費（受入額）
　運営費交付金 576 28.0%
　授業料、入学料及び検定料収入 118 5.7%
　雑収入 32 1.6%
　附属病院収入 405 19.7%
　寄附金収入 373 18.1%
　受託・共同研究等収入 342 16.6%
　補助金等収入 74 3.6%
　科学研究費補助金等 138 6.7%

合計 2,058 100.0%

金額 構成比

資産の部
　土地 1,633 29.3%
　建物等 1,654 29.7%
　工具器具備品等 246 4.4%
　図書 352 6.3%
　建設仮勘定 35 0.6%
　投資有価証券 124 2.2%
　関係会社有価証券 121 2.2%
　長期性預金 30 0.6%
　現金及び預金 1,121 20.2%
　金銭の信託 78 1.4%
　有価証券 6 0.1%
　未収入金 107 1.9%
　その他 61 1.1%

資産合計 5,568 100.0%

金額 構成比

経常費用
　人件費 700 41.8%
　教育経費 68 4.1%
　研究経費 213 12.7%
　診療経費 302 18.1%
　教育研究支援経費 24 1.4%
　受託研究費等 327 19.5%
　一般管理費 38 2.3%
　借入金利息等 1 0.1%
　　経常費用合計 1,673 100.0%
臨時損失 4

合計 1,677

金額 構成比

経常収益
　運営費交付金収益 544 32.7%
　授業料収益等 136 8.2%
　附属病院収益 405 24.4%
　受託研究等収益 327 19.7%
　寄附金収益 54 3.2%
　補助金等収益 67 4.0%
　科研費等間接経費 31 1.9%
　その他収益 99 5.9%
　　経常収益合計 1,663 100.0%
臨時利益 19 
目的積立金取崩額 12

合計 1,694

当期総利益 17

金額 構成比

負債の部
　資産見返負債 807 14.5%
　借入金　 418 7.5%
　長期未払金 47 0.8%
　寄附金債務 818 14.7%
　未払金 215 3.9%
　その他 184 3.3%

負債合計 2,489 44.7%
純資産の部
　資本金 2,682 48.2%
　資本剰余金 87 1.6%
　利益剰余金 293 5.2%
　当期未処分利益 17 0.3%
　　純資産合計 3,079 55.3%
負債・純資産合計 5,568 100.0%

総事業費
（受入額）

2,058

経常費用
1,673

経常収益
1,663

運営費交付金
576（28.0%）

人件費
700
（41.8%）

運営費
交付金収益
544（32.7%）

附属病院収益
405（24.4%）

受託研究等
収益
327（19.7%）

研究経費
213
（12.7%）

受託研究費等
327（19.5%）

診療経費
302
（18.1%）

附属病院収入
405（19.7%）

寄附金収入
373（18.1%）

受託・共同
研究等収入
342（16.6%）

授業料、入学料及び
検定料収入
118（5.7%）

教育経費 68（4.1%）

授業料収益等
136（8.2%）

科研費等間接経費 31（1.9%） その他収益 99（5.9%）

借入金利息等 1（0.1％）

未収入金 107（1.9%）

科学研究費補助金等
138（6.7％）

※施設等の大規模な整備事業にかかる施設整備費補助金及び長期借入金は含んでいません。

※「投資有価証券」、「関係会社有価証券」及び「有価証券」は投資有価証券等に
　含んでおります。
※「建設仮勘定」、「長期性預金」及び「金銭の信託」はその他に含んでおります。

資産の部
5,568

土地
1,633
（29.3%）

現金及び預金
1,121
（20.2%）

建物等
1,654（29.7%）




