
■貸借対照表 （平成 20 年 3月 31 日）

資産の部

Ⅰ　固定資産
1　有形固定資産
　土地 166,005,082
　建物 166,000,714
　　減価償却累計額 △ 　40,267,873 125,732,841
　構築物 13,776,104
　　減価償却累計額 △　  3,291,583
　　減損損失累計額 △ 　　　1,380 10,483,139
　機械装置 28,138
　　減価償却累計額 △　　　 12,952 15,185
　工具器具備品 55,706,512
　　減価償却累計額 △　 32,852,830 22,853,681
　図書 31,842,567
　美術品・収蔵品 726,704
　船舶 152,685
　　減価償却累計額 △　　　 48,381 104,303
　車両その他の陸上運搬具 248,002
　　減価償却累計額 △　　 148,651 99,351
　建設仮勘定 3,570,924
　その他の有形固定資産 52,355
　　減価償却累計額 △　　　 1,585 50,770
　　　有形固定資産合計 361,484,552

2　無形固定資産
　特許権 30,515
　特許権仮勘定 591,755
　借地権 1,205,294
　電話加入権 2,652
　ソフトウェア 270,207
　　　無形固定資産合計 2,100,425

3　投資その他の資産
　投資有価証券 4,205,770
　破産更生債権等 243,417
　　貸倒引当金 △　　 243,417  － 
　その他 9,553
　　投資その他の資産合計 4,215,323
　　　固定資産合計 367,800,301

Ⅱ　流動資産
　現金及び預金 6,482,052
　未収学生納付金収入 239,650
　　徴収不能引当金 △　　　70,126 169,524
　未収附属病院収入 5,141,365
　　徴収不能引当金 △　 　 398,027 4,743,338
　未収入金 969,709
　　徴収不能引当金 △　　　　173 969,535
　有価証券 36,001,787
　たな卸資産 25,886
　医薬品及び診療材料 399,473
　前渡金 330,386
　前払費用 56,585
　未収収益 55,131
　その他の流動資産 23,932
　　　流動資産合計 49,257,633
　　　　資産合計 417,057,934

（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 8,172,496
　　資産見返補助金等 772,006
　　資産見返寄附金 14,282,413
　　建設仮勘定見返運営費交付金 14,789
　　建設仮勘定見返補助金等 28,245
　　建設仮勘定見返寄附金 2,532,037
　　特許権仮勘定見返運営費交付金 165,755
　　特許権仮勘定見返寄附金 2,654
　　資産見返物品受贈額 30,935,605 56,906,003
　国立大学財務・経営センター債務負担金 24,291,365
　長期借入金 950,023
　引当金
　　退職給付引当金 48,571 48,571
　長期未払金 15,225,643
　　　固定負債合計 97,421,607

Ⅱ　流動負債
　運営費交付金債務 3,338,368
　預り施設費 947
　預り補助金等 1,528
　寄附金債務 12,884,436
　前受受託研究費等 1,098,766
　前受受託事業費等 1,589
　預り科学研究費補助金等 1,347,755
　預り金 730,898
　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 3,505,735

　一年以内返済予定長期借入金 58,646
　未払金 23,356,253
　前受収益 1,386
　未払費用 79,571
　未払消費税等 42,560
　引当金
　　賞与引当金 246,036 246,036
　　　流動負債合計 46,694,479
　　　　負債合計 144,116,086

純資産の部

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 46,635,792
損益外減価償却累計額（－） △ 　38,620,346
損益外減損損失累計額（－） △　　　 6,684
　　　資本剰余金合計 8,008,761

Ⅲ　利益剰余金
教育研究等積立金 6,562,949
積立金 7,587,726
当期未処分利益 6,252,474
（ うち当期総利益6,252,474 ）
　　　利益剰余金合計 20,403,150
　　　　純資産合計 272,941,847
　　　　　負債純資産合計 417,057,934
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■損益計算書 （平成 19 年 4月 1日～平成 20年 3月 31 日）

経常費用
業務費
　教育経費 5,778,999
　研究経費 17,111,009
　診療経費 15,970,768
　教育研究支援経費 2,825,357
　受託研究費 13,738,899
　受託事業費 781,291
　役員人件費 177,334
　教員人件費 36,074,619
　職員人件費 24,858,153 117,316,433
一般管理費 4,049,829
財務費用
　支払利息 1,526,212 1,526,212
雑　損 9,475
　　経常費用合計 122,901,950

経常収益
運営費交付金収益 58,074,821
授業料収益 11,696,285
入学金収益 1,711,655
検定料収益 311,713
附属病院収益 24,712,482
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 5,091,186
　他の主体からの受託による収益 9,248,099 14,339,286
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 371,299
　他の主体からの受託による収益 415,233 786,532
寄附金収益 4,168,252
財務収益
　受取利息 318
　有価証券利息 280,857
　その他の財務収益 845 282,020
雑　益
　講習料収益 6,314
　財産貸付料収益 235,131
　寄宿料収益 18,105
　入場料収益 33,251
　農場及研究林収益 37,021
　刊行物等売払代収益 12,963
　不用物品売払代収益 24,672
　手数料収益 41,104
　物品受贈益 3,606
　補助金等収益 2,254,176
　施設費収益 1,384,521
　研究関連収入 2,558,058
　その他雑益 321,605 6,930,533
資産見返負債戻入 5,847,563
　　　経常収益合計 128,861,146

経常利益 5,959,195

（単位：千円）
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臨時損失
固定資産除却損 44,397
承継剰余金損失 7,585
その他の臨時損失 62,470 114,454

臨時利益
固定資産売却益 1,640
引当金戻入益 963
承継剰余金債務戻入 7,585 10,189

5,854,931
397,543

当期総利益 6,252,474

【損益計算書の概要】 （単位：百万円）

経常費用
122,901

経常収益
128,861

教育経費，研究経費，
教育研究支援経費

25,715
（20.9%）

診療経費
15,971
（13.0%）

受託研究費，
受託事業費
14,520
（11.8%）

教員人件費
36,075
（29.4%）

役員人件費，
職員人件費
25,035
（20.4%）

一般管理費
4,050（3.3%）

経常費用
教育経費，研究経費，教育研究支援経費　20.9%
　・　教育経費　4.7%，研究経費　13.9%，教育研究支援経費　2.3%
受託研究費，受託事業費　11.8%
　・　受託研究費　11.2%，受託事業費　0.6%
役員人件費，職員人件費　20.4%
　・　役員人件費　0.2%，職員人件費　20.2%
財務費用，雑損　1.2%
　・　財務費用　1.2%，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
1,535（1.2%）

寄附金収益
4,168（3.2%）

財務収益
282（0.2%）

雑益
6,931（5.4%）

資産見返負債戻入
5,848（4.5%）

運営費交付金収益
58,075
（45.1%）

授業料収益，
入学金収益，
検定料収益
13,720
（10.7%）

附属病院収益
24,712
（19.2%）

受託研究等収益，
受託事業等収益
15,125
（11.7%）

経常収益
授業料収益，入学金収益，検定料収益　10.7%
　・　授業料収益　9.1%，入学金収益　1.3%，検定料収益　0.3%
受託研究等収益，受託事業等収益　11.7%
　・　受託研究等収益　11.1%，受託事業等収益　0.6%

　運営費交付金収益 受け入れた運営費交付金のうち，期間，業務達成，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）
　入学料収益 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

当期純利益
目的積立金取崩額
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■平成 19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 60,874 60,874 －
施設整備費補助金 12,134 12,134 －
補助金等収入 150 3,040 2,890
国立大学財務・経営
センター施設費交付金 153 153 －

自己収入 37,384 38,629 1,245
授業料、入学料及び検
定料収入 13,242 12,975 △267

附属病院収入 23,635 24,680 1,045
雑収入 507 974 467
産学連携等研究収入
及び寄附金収入等 18,834 22,872 4,038

引当金取崩 － 58 58
長期借入金収入 558 558 －
承継剰余金 － 8 8
目的積立金取崩 5,457 2,362 △3,095

計 135,544 140,688 5,144

区　　分 予算 決算 差額
（決算－予算） 備　考

支出
業務費 91,455 87,855 △3,600
教育研究経費 67,990 63,009 △4,981
診療経費 23,465 24,846 1,381
一般管理費 7,457 6,470 △987
施設整備費 12,845 12,845 －
補助金等 150 3,039 2,889
産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等 18,834 23,903 5,069

長期借入金償還金 4,803 4,803 －
計 135,544 138,915 3,371

収入－支出 － 1,773 1,773

収入合計
140,688

支出合計
138,915

運営費交付金
60,874
（43.3%）

附属病院収入
24,680
（17.5%）

産学連携等研究収入
及び寄附金収入等

22,872
（16.3%）

授業料、入学料
及び検定料収入
12,975
（9.2%）

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
12,845（9.1%）

補助金等収入　3,040（2.2%）

施設整備費
12,845（9.2%）

一般管理費
6,470（4.7%）

長期借入金償還金
4,803（3.5%）

補助金等
3,039（2.2%）

教育研究経費
63,009
（45.3%）

診療経費
24,846
（17.9%）

産学連携等研究経費
及び寄附金事業費等

23,903
（17.2%）

目的積立金取崩　2,362（1.7%）
雑収入，承継剰余金，引当金取崩　1,040（0.7%）

【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　16.3%
　・　受託研究費等　12.8%，寄附金　3.5%，
授業料、入学料及び検定料収入　9.2%
　・　授業料　7.8%，入学料　1.2%，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， 並びに長期借入金 
長期借入金収入
雑収入 有価証券利息や固定資産の貸付料などの雑収入
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
引当金取崩 前年度に積み立てた賞与引当金に係る取り崩し額
目的積立金取崩 目的積立金を財源とした執行額
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　45.3%
　・　教育経費　3.5%，研究経費　8.1%，教育研究支援経費　2.1%，人件費　31.6%
診療経費　17.9%
　・　診療経費　11.7%，人件費　6.2%
一般管理費　4.7%
　・　一般管理費　3.3%，人件費　1.4%，承継剰余金　0.0%
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等　17.2%
　・　受託研究費等　12.7%，寄附金　4.5%

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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