
■貸借対照表（平成 19年 3月 31 日） （単位：千円）

資産の部

Ⅰ　固定資産
1　有形固定資産
　土地 166,005,082
　建物 150,794,314
　　減価償却累計額 △ 32,705,360 118,088,953
　構築物 13,357,518
　　減価償却累計額 △ 2,595,598 10,761,919
　機械装置 25,908
　　減価償却累計額 △ 9,236 16,671
　工具器具備品 44,435,852
　　減価償却累計額 △ 25,456,853 18,978,998
　図書 31,307,332
　美術品・収蔵品 726,059
　船舶 52,935
　　減価償却累計額 △ 43,256 9,679
　車両その他の陸上運搬具 236,065
　　減価償却累計額 △ 110,997 125,067
　建設仮勘定 227,316
　その他の有形固定資産 5,718
　　減価償却累計額 △ 1,181 4,536
　　　有形固定資産合計 346,251,618
2　無形固定資産
　特許権 19,910
　特許権仮勘定 494,179
　借地権 1,205,294
　電話加入権 2,652
　ソフトウェア 313,226
　　　無形固定資産合計 2,035,262
3　投資その他の資産
　投資有価証券 4,281,405
　長期前払費用 2,815
　破産更生債権等 243,957
　　貸倒引当金 △ 243,957 －
　その他 9,012
　　投資その他の資産合計 4,293,233
　　　固定資産合計 352,580,114

Ⅱ　流動資産
　現金及び預金 37,652,295
　未収学生納付金収入 231,126
　　徴収不能引当金 △ 68,097 163,028
　未収附属病院収入 5,109,545
　　徴収不能引当金 △ 370,198 4,739,347
　未収入金 622,424
　　徴収不能引当金 △ 173 622,250
　有価証券 999,704
　たな卸資産 24,618
　医薬品及び診療材料 493,883
　前払費用 243,986
　未収収益 17,785
　その他の流動資産 32,684
　　　流動資産合計 44,989,584
　　　　資産合計 397,569,698
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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 6,358,659
　　資産見返補助金等 53,808
　　資産見返寄附金 9,698,148
　　建設仮勘定見返運営費交付金 75,969
　　建設仮勘定見返施設費 150,349
　　特許権仮勘定見返運営費交付金 122,264
　　特許権仮勘定見返寄附金 1,369
　　資産見返物品受贈額 33,339,395 49,799,965
　国立大学財務・経営センター債務負担金 27,797,101
　長期借入金 450,736
　長期未払金 12,447,194
　　　固定負債合計 90,494,997

Ⅱ　流動負債
　運営費交付金債務 3,421,038
　預り施設費 947
　預り補助金等 967
　寄附金債務 14,181,084
　承継剰余金債務 7,585
　前受受託研究費等 834,003
　前受受託事業費等 5,714
　預り科学研究費補助金等 1,143,170
　預り金 657,896
　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 3,608,829

　一年以内返済予定長期借入金 58,655
　未払金 18,046,977
　前受収益 2,763
　未払費用 91,558
　未払消費税等 144,003
　賞与引当金 187,371
　　　流動負債合計 42,392,568
　　　　負債合計 132,887,565

資本の部

Ⅰ　資本金
政府出資金 244,529,935
　　　資本金合計 244,529,935

Ⅱ　資本剰余金
資本剰余金 36,040,105
損益外減価償却累計額（－） △ 31,417,416
損益外減損損失累計額（－） △ 5,304
　　　資本剰余金合計 4,617,385

Ⅲ　利益剰余金
教育研究等積立金 5,457,322
積立金 4,983,079
当期未処分利益 5,094,410
　（うち当期総利益　5,094,410）
　　　利益剰余金合計 15,534,812
　　　　資本合計 264,682,133
　　　　　負債資本合計 397,569,698
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■損益計算書（平成 18年 4月 1日～平成 19年 3月 31 日） （単位：千円）

経常費用
業務費
　教育経費 5,307,420
　研究経費 14,883,644
　診療経費 16,811,003
　教育研究支援経費 2,615,883
　受託研究費 14,483,167
　受託事業費 504,041
　役員人件費 170,077
　教員人件費 36,191,815
　職員人件費 23,332,457 114,299,511
一般管理費 4,012,362
財務費用
　支払利息 1,596,602 1,596,602
雑　損 2,019
　　経常費用合計 119,910,496

経常収益
運営費交付金収益 57,903,855
授業料収益 11,689,975
入学金収益 1,698,119
検定料収益 309,552
附属病院収益 24,576,986
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 6,339,705
　他の主体からの受託による収益 8,333,115 14,672,820
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 163,893
　他の主体からの受託による収益 340,558 504,451
寄附金収益 3,600,082
財務収益
　受取利息 71,688
　有価証券利息 31,906
　その他の財務収益 351 103,946
雑　益
　講習料収益 7,197
　財産貸付料収益 211,173
　寄宿料収益 18,086
　入場料収益 32,436
　農場及研究林収益 31,479
　刊行物等売払代収益 16,472
　不用物品売払代収益 8,375
　手数料収益 51,290
　物品受贈益 13,283
　補助金等収益 512,771
　施設費収益 964,685
　研究関連収入 2,099,427
　その他雑益 264,040 4,230,720
資産見返負債戻入 5,795,481
　　　経常収益合計 125,085,992

経常利益 5,175,495
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臨時損失
固定資産除却損 81,341
承継剰余金損失 92,087 173,429

臨時利益
固定資産売却益 1
引当金戻入益 255
承継剰余金債務戻入 92,087 92,343

当期純利益 5,094,410

当期総利益 5,094,410

【損益計算書の概要】 （単位：百万円）

経常費用
119,910

経常収益
125,086

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

22,807
（19.0%）

診療経費
16,811
（14.0%）

受託研究費，
受託事業費
14,987
（12.5%）

教員人件費
36,192
（30.2%）

役員人件費，
職員人件費
23,502
（19.6%）

一般管理費
4,012（3.4%）

経常費用
　教育経費，研究経費．教育研究支援経費　19.0%
　　・　教育経費　4.4%，研究経費　12.4%，教育研究支援経費　2.2%
　受託研究費 , 受託事業費　12.5%
　　・　受託研究費　12.1%，受託事業費　0.4%
　役員人件費，職員人件費　19.6%
　　・　役員人件費　0.1%，職員人件費　19.5%
　財務費用，雑損　1.3%
　　・　財務費用　1.3%，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

財務費用，雑損
1,599（1.3%）

寄附金収益
3,600（2.9%）

財務収益
104（0.1%）

雑益
4,231（3.4%）

資産見返負債戻入
5,795（4.6%）

運営費交付金収益
57,904
（46.3%）

授業料収益，
入学金収益，
検定料収益
13,698
（11.0%）

附属病院収益
24,577
（19.6%）

受託研究等収益，
受託事業等収益
15,177
（12.1%）

経常収益
　授業料収益，入学金収益，検定料収益　11.0%
　　・　授業料収益　9.4%，入学金収益　1.4%，検定料収益　0.2%
　受託研究等収益，受託事業等収益　12.1%
　　・　受託研究等収益　11.7%，受託事業等収益　0.4%

運営費交付金収益 受け入れた運営費交付金のうち，期間，成果，費用のいずれか
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）
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 補助金等の直接経費に係る収益や競争的資金の間接経費，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について，資産見返負債を
取り崩した額

Kyoto University 200739

財務状況



■平成 18年度決算報告書 （単位：百万円）

区　　分 予算 決算 差額
（決算－予算） 備　考

収入
運営費交付金 62,228 62,228 －
施設整備費補助金 6,014 6,241 227
補助金等収入 351 543 192
国立大学財務・経営
センター施設費交付金 153 153 －

自己収入 36,750 38,206 1,456
授業料、入学料及び
検定料収入 13,093 12,963 △130

附属病院収入 23,189 24,519 1,330
雑収入 468 724 256
産学連携等研究収入
及び寄附金収入等 16,712 21,173 4,461

承継剰余金 － 92 92
計 122,208 128,636 6,428

区　　分 予算 決算 差額
（決算－予算） 備　考

支出
業務費 87,065 85,225 △1,840
教育研究経費 65,700 61,721 △3,979
診療経費 21,365 23,504 2,139
一般管理費 6,980 6,366 △614
施設整備費 6,167 6,394 227
補助金等 351 542 191
産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等 16,712 20,871 4,159

長期借入金償還金 4,933 4,933 －
計 122,208 124,331 2,123

収入－支出 － 4,305 4,305

収入合計
128,636

支出合計
124,331運営費交付金

62,228
（48.4%）

附属病院収入
24,519
（19.1%）

産学連携等研究収入
及び寄附金収入等

21,173
（16.4%）

授業料，入学料
及び検定料収入
12,963
（10.1%）

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
6,394（5.0%）

補助金等収入　543（0.4%）

施設整備費
6,394（5.2%）

一般管理費
6,366（5.1%）

長期借入金償還金
4,933（4.0%）

補助金等
542（0.4%）

雑収入，承継剰余金　816（0.6%）

教育研究経費
61,721
（49.6%）

診療経費
23,504
（18.9%）

産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等

20,871
（16.8%）

【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　16.4%
　　・　受託研究費等　13.7%，寄附金　2.7%，
　授業料，入学料及び検定料収入　10.1%
　　・　授業料　8.6%，入学料　1.3%，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
センター施設費交付金
雑収入 有価証券利息や固定資産の貸付料などの雑収入
承継剰余金 法人化に伴う決算上の剰余金の承継分による執行に

係る予算額
補助金等収入 国又は地方公共団体から特定の事業に対して交付さ

れる補助金（施設費補助金を除く）

支出
　教育研究経費　49.6%
　　・　教育経費　3.4%，研究経費　8.2%，教育研究支援経費　2.1%，
　　　　人件費　35.9%，
　診療経費　18.9%
　　・　診療経費　12.4%，人件費　6.5%
　一般管理費　5.1%
　　・　一般管理費　3.4%，人件費　1.6%，承継剰余金　0.1%
　産学連携等研究経費及び寄附金事業費等　16.8%
　　・　受託研究費等　14.1%，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，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施設費貸付金による建物や設備の整備
経費

一般管理費 大学全体の管理運営に要する経費やこれに携わる職員に要する
人件費

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）
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