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（１）固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
（単位：千円）

資産の種類
期　首 当　期 当　期 期　末 減価償却 累計額 差引当期 摘　　要
残　高 増加額 減少額 残　高 当　 期

償却額
末残高

 有形固定
資産（償却
費損益内）

建　 物 2,418,773 28,177 － 2,446,951 118,761 118,761 2,328,190
構築物 288,278 48,863 － 337,142 24,913 24,913 312,228
機械装
置

1,212,238 172,769 548 1,384,459 393,847 394,047 990,611

工具器
具備品

1,071,819 263,713 1,523 1,334,008 354,973 356,497 979,035

図　 書 3,325,171 18,708 － 3,343,880 － － 3,343,880
車輌運
搬具

31,558 5,629 3,628 33,560 7,763 8,271 25,797

計 8,347,840 537,862 5,700 8,880,002 900,259 902,491 7,979,743

 有形固定
資産（償却
費損益外）

建　 物 10,079,217 47,195 － 10,126,412 647,352 647,352 9,479,060
構築物 1,412,328 10,330 － 1,422,659 120,382 120,382 1,302,276
機械装
置

2,159,216 － － 2,159,216 512,921 512,921 1,646,295

工具器
具備品

211,951 － － 211,951 58,080 58,080 153,870

船　 舶 8,214 － － 8,214 1,065 1,065 7,149
計 13,870,928 57,526 － 13,928,454 1,339,802 1,339,802 12,588,652

非償却資産

土　 地 26,021,002 － － 26,021,002 － － 26,021,002
美術
品・収
蔵品

32,401 － － 32,401 － － 32,401

建設仮
勘定

－ 55,381 55,381 － － － －

計 26,053,403 55,381 55,381 26,053,403 － － 26,053,403

 有形固定
資産合計

土　 地 26,021,002 － － 26,021,002 － － 26,021,002
建　 物 12,497,990 75,373 － 12,573,364 766,113 766,113 11,807,250
構築物 1,700,607 59,193 － 1,759,801 145,296 145,296 1,614,505
機械装
置

3,371,454 172,769 548 3,543,675 906,768 906,968 2,636,906

工具器
具備品

1,283,771 263,713 1,523 1,545,960 413,054 414,578 1,132,905

図　 書 3,325,171 18,708 － 3,343,880 － － 3,343,880
美術
品・収
蔵品

32,401 － － 32,401 － － 32,401

船 　舶 8,214 － － 8,214 1,065 1,065 7,149
車輌運
搬具

31,558 5,629 3,628 33,560 7,763 8,271 25,797

建設仮
勘定

－ 55,381 55,381 － － － －

計 48,272,172 650,769 61,081 48,861,859 2,240,061 2,242,293 46,621,798

 無形固定
資産

地上権 590 － － 590 － － 590
ソフト
ウェア

86,142 7,279 － 93,421 20,553 20,553 72,868

その他 2,677 － － 2,677 － － 2,677
計 89,409 7,279 － 96,689 20,553 20,553 76,136

その他の資
産

長期前
払費用

－ 88 － 88 － － 88

計 － 88 － 88 － － 88

（注） 期首残高は、国からの出資資産額及び無償譲与資産額を計上している。



（２）たな卸資産の明細
（単位：千円）

種類 期首残高 当期購入・
製造・振替 その他 払出・振替 その他

期末残高

医薬品 96,017 2,363,101 － 2,319,838 － 139,280

診療材料 81,388 1,091,354 － 1,089,006 － 83,736

貯蔵品 7,178 252,204 － 251,038 － 8,343

（注） 期首残高は、国から承継された金額を計上している。

当期増加額 当期減少額
摘　要



(3)無償使用国有財産等の明細

区　分 種　別 所在地
面　積

構　造
機会費用の
金額

（㎡） － (千円)
土地 港湾 高知市孕東町57 1１．００㎡ 2

河川 高知市布師田字井ノハナ1308－1 ７３１．７３ｍ 131 排水管
道路 高岡郡窪川町宮内字黒原 １．３６ｍ 0 空中架線

漁港
土佐市宇佐町宇佐字東町浜沖
導流堤北面

４００．００㎡ 80
魚類養成試験
用漁

漁港
土佐市宇佐町宇佐字東町浜
3159-5先

９６．００㎡ 19 桟橋

漁港 須崎市浦ノ内下中山字入戸202先 ３５．００㎡ 7 浮台
漁港 土佐市宇佐町井尻字宮崎356-2 １６２．５０ｍ 58 海水取水管
漁港 土佐市宇佐町井尻 1本 0 ポール設置
河川 高知市曙町二丁目5-1 ２６．００㎡ 5 通路橋
河川 高知市曙町二丁目８２０－１１ ２．６０㎡ 0 通路橋
河川 高知市朝倉本町二丁目17 ２５．４１㎡ 5 通路橋
河川 高知市曙町二丁目5 ３．４８㎡ 0 ケーブル管
河川 高知市朝倉本町二丁目17 ４．９６㎡ 0 通路橋
河川 高知市朝倉本町二丁目775 ４３．５０㎡ 8 通路橋
河川 高知市朝倉本町二丁目775 ３８．４０㎡ 7 通路橋
河川 高知市朝倉本町二丁目775 ２０．５４㎡ 4 棚類
道路 土佐市宇佐町井尻 １２０．００ｍ 1 空中架線
道路 土佐市宇佐町井尻 ４３．００ｍ 0 空中架線
道路 土佐市宇佐町井尻字宮崎 ９．４０ｍ 4 排水管
道路 土佐市宇佐町井尻字宮崎 ２５．５０ｍ 1 排水管

道路
高知市布師田23-1番地先から
布師田3624-1番地先

３３２．１０ｍ 159 排水管

道路 高知市曙町二丁目5-1 ３．８０ｍ 0 電気
道路 高知市小津町10 ３．００ｍ 0 空中架線

敷地
土佐郡土佐町西石原字亀ヶ谷
1101-1

１８．２８㎡ 2
配線用地、アン
テナ用地

敷地
香美郡土佐山田町入野字ヒヨ
テ丸844-6

１８．９４㎡ 2 観測室用地

敷地
長岡郡大豊町粟生字粟生山
316-3

３２．５８㎡ 4
観測室用地、
配線用地

敷地
長岡郡大豊町粟生字大荒329-
2、同字大山330-1

１０１．３５㎡ 13
地震計用地、
配線用地

敷地 長岡郡大豊町粟生字大荒326-1 １４．２５㎡ 1 配線用地
敷地 長岡郡大豊町粟生字タロヲ322-2 １６．２８㎡ 2 配線用地

敷地
長岡郡大豊町粟生字大荒
174、325、同字タロヲ319

２３．１５㎡ 3 配線用地

敷地
長岡郡大豊町粟生字カジヤ
165、167、同字タロヲ321-1、
321-4、321-5

６８．０５㎡ 8 配線用地

敷地 長岡郡大豊町粟生字大荒175 ２５．００㎡ 3 配線用地

敷地
安芸郡馬路村馬路字金林寺
4281

３２．５０㎡ 4
観測室用地、
配線用地

敷地 安芸郡馬路村馬路字岡崎3977 ２８．６４㎡ 3
配線用地、電
柱・支線

敷地 安芸郡馬路村馬路字岡崎3978 ５．００㎡ 0 配線用地

敷地
安芸郡馬路村馬路字岡崎
3971-3外

８３．０８㎡ 10

地 、
配線用地、アン
テナ用地、電
柱

敷地
愛媛県四国中央市土居大字北
野字北山国有林67林班い小班

６．００㎡ 0 埋設ケーブル

敷地
愛媛県四国中央市土居大字北
野乙242-139

８８．６０㎡ 11

地震計
ホール用地、
電柱・支線用
地、埋設ケーブ
ル用地

摘　　要

検潮所

場

管

震計

・

用

支線

地

・ハンド



道路
愛媛県四国中央市土居大字北
野字北山国有林67林班（町道
大境坂の内線）

６．００m 0 空中架線

道路 　　　〃 ９３．００ｍ 0
空中架線（電
柱添架分）

敷地
高岡郡窪川町宮内字黒原
1121-1,1122-1

３１．２０㎡ 4
観測室用地、
配線用地

敷地 高岡郡窪川町宮内字長谷山84-3 ４．８０㎡ 0 配線用地

敷地
高岡郡窪川町宮内字東轟山
86-17

３．６２㎡ 0
配線用地、電
柱用地

敷地
高岡郡窪川町宮内字西轟山
87-13

３４．６２㎡ 4

地震計用地、
配線用地、電
柱・ハンドホー
ル用地

敷地
高岡郡窪川町宮内字東轟山ノ
内1125,1126

５９．００㎡ 7
配線用地、ハ
ンドホール用地

河川 高岡郡窪川町宮内字黒原 １５．００ｍ 0 空中架線

道路
高岡郡窪川町宮内字黒原
1121-4番地先（町道払川線）

６．００ｍ 0 空中架線

公共用財産 高知市朝倉字中通363-2 １８．３９㎡ 3 通路橋
河川 （田村川） 1本 0 水位計設置
河川 （王子川） 1本 0 水位計設置
河川 （中井川） 1本 0 水位計設置
道路 南国市物部乙200 １３．００ｍ 1 排水管
道路 南国市物部乙200 1本 1 案内板(標識）
道路 土佐市宇佐町井尻 ３．８３㎡ 5 通路橋
敷地 土佐市宇佐町井尻字宮崎356-2 ８．５０ｍ 2 取水管

漁港
土佐市宇佐町井尻字宮崎356-
2番地地先（県道宇佐須ノ浦須
崎線）

２４．６５ｍ 9 取水管

道路
土佐市宇佐町井尻字日和山
（県道宇佐須ノ浦須崎線）

１４１．００ｍ 10 排水管

建物 宿舎 高知市朝倉丙148-2 ４３．８４㎡ 60 朝倉住宅

土地
自動車保管
場所

高知市朝倉丙148-2 1区画 28 　〃

建物 宿舎 高知市朝倉丙148-2 ４３．８４㎡ 60 　〃

土地
自動車保管
場所

高知市朝倉丙148-2 1区画 28 　〃

建物 宿舎 高知市十津五丁目9-2 ５０．６９㎡ 77 仁井田住宅

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目9-2 1区画 28 　〃

建物 宿舎 高知市十津五丁目9-2 ６６．５２㎡ 165 　〃

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目9-2 1区画 28 　〃

建物 宿舎 高知市十津五丁目9-2 ６６．５２㎡ 147 　〃

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目9-2 ２区画 57 　〃

建物 宿舎 高知市十津五丁目9-2 ６６．５２㎡ 147 　〃

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目9-2 １区画 28 　〃

建物 宿舎 高知市十津五丁目9-2 ６６．５２㎡ 147 　〃

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目9-2 ２区画 57 　〃

建物 宿舎 高知市十津三丁目6‐5‐1 ６３．３６㎡ 157 仁井田第二住宅

土地
自動車保管
場所

高知市十津三丁目6‐5‐1 ２区画 57 　〃

建物 宿舎 高知市十津三丁目6‐5‐1 ６３．３６㎡ 157 　〃

土地
自動車保管
場所

高知市十津三丁目6‐5‐1 １区画 28 　〃

建物 宿舎 高知市十津三丁目6‐5‐1 ６３．３６㎡ 157 　〃

土地
自動車保管
場所

高知市十津三丁目6‐5‐1 １区画 28 　〃

建物 宿舎 高知市十津三丁目6‐5‐1 ６３．３６㎡ 157 　〃

土地
自動車保管
場所

高知市十津三丁目6‐5‐1 １区画 28 　〃



建物 宿舎 高知市十津五丁目16‐1 ６４．２４㎡ 180

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目16‐1 １区画 28

建物 宿舎 高知市十津五丁目16‐1 ６４．２４㎡ 180

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目16‐1 ２区画 57

建物 宿舎 高知市十津五丁目16‐1 ６４．２４㎡ 180

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目16‐1 １区画 28

建物 宿舎 高知市十津五丁目16‐1 ６４．２４㎡ 180

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目16‐1 １区画 28

建物 宿舎 高知市十津五丁目16‐1 ６４．２４㎡ 180

土地
自動車保管
場所

高知市十津五丁目16‐1 ２区画 57

建物 宿舎 高知市潮新町一丁目15‐25 ７６．３８㎡ 270

土地
自動車保管
場所

高知市潮新町一丁目15‐25 １区画 28

建物 宿舎 南国市物部乙200‐4 ６４．２４㎡ 205

土地
自動車保管
場所

南国市物部乙200‐4 １区画 28

建物 宿舎 南国市物部乙200‐4 ６４．２４㎡ 205
建物 宿舎 南国市物部乙200‐4 ６４．２４㎡ 205 舎

土地
自動車保管
場所

南国市物部乙200‐4 １区画 28

建物 宿舎 南国市物部乙200‐4 ６４．２４㎡ 205

土地
自動車保管
場所

南国市物部乙200‐4 １区画 28

建物 宿舎 世田谷区上用賀4丁目10番78 ４８．９５㎡ 160

土地
自動車保管
場所

南国市物部乙200‐4 １区画 60

5,000合　　計

仁井田第三住宅

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　

　

〃

〃

　

　

〃

〃

　

南

〃

国住宅

　〃

　〃
高専物部宿

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃



(4) PFIの明細
（単位：千円）

事業名 事業概要 施設所有形態 契約先 契約期間

該当なし

摘要



(5)-1 流動資産として計上された有価証券
（単位：千円）

売買目的
有価証券

銘柄 取得総額 時価
貸借対照
表計上額

当期損益に含
まれた評価損

摘　　要

該当なし

計

満期保有目
的債券

種類及び
銘柄

取得価額 券面総額
貸借対照
表計上額

当期損益に含
まれた評価差額

摘　　要

該当なし

計

貸借対照表
計  上  額



(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券
（単位：千円）

満期保有
目的債券

種類及び
銘柄

取得価額 券面総額
貸借対照
表計上額

当期損益に含ま
れた評価差額

摘　　要

該当なし

計

関係会社
株式

銘　　柄 取得価額
純資産に持
分割合を乗じ
た価額

貸借対照
表計上額

当期損益に含
まれた評価差額

摘　　要

該当なし

計

その他
有価証券

種類及び
銘柄

取得価額 時価
貸借対照
表計上額

当期損益に含
まれた評価差額

その他有価証
券評価差額

摘　　要

該当なし

計

貸借対照表
計  上  額



(6) 出資金の明細
（単位：千円）

会社名 主たる業務内容 期首残高 増加額 減少額
期末残高
（出資比率）

摘　　要

該当なし
(　　％)

(　　％)

計 － －



(7) 長期貸付金の明細
（単位：千円）

区　　分 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘　要
回収額 償却額

該当なし

計



(8) 借入金の明細
（単位：千円）

区　分 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 平均利率（%) 返済期限

産業投資特別
会計借入金

6,778,765 － 298,077 6,480,688 0 平成１９年度

国立大学財
務・経営セン
ター借入金

－ 98,280 － 98,280 1.52 平成４１年度

計 6,778,765 98,280 298,077 6,578,968

（注） 期首残高は、国から承継された金額を計上している。

摘要



(9) 国立大学法人等債の明細
（単位：千円）

銘　柄 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 利率（%) 償還期限 摘要

該当なし

計



(10)-1 引当金の明細
（単位：千円）

区　　分 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘　要
目的使用 その他

徴収不能引当金
（未収学生納付金収入）

282 564 282 － 564

徴収不能引当金
（未収附属病院収入）

31,842 12,180 5,737 － 38,285

賞与引当金 － 4,318 － － 4,318

計 32,124 17,062 6,019 － 43,167

（注） 期首残高は、国から承継された債権に対する徴収不能額を認識し計上している。



（10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：千円）

区　　分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘　要
期首残高 当期増加額 期末残高 期首残高 当期増加額 期末残高

未収入金 823 17,450 18,274 － 823 823 注

計 823 17,450 18,274 － 823 823

（注） 貸倒見積高の算定方法は、重要な会計方針の３．引当金の計上基準の（１）を参照。



(10)-3 退職給付引当金の明細
（単位：千円）

区　　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

退職給付債務合計額 － 3,042 － 3,042

退職一時金に係る債務 － 3,042 － 3,042

厚生年金基金に係る債務 － － － －

未認識過去勤務債務及び未認識
数理計算上の差異 － － － －

年金資産 － － － －

退職給付引当金 － 3,042 － 3,042



(11) 保証債務の明細

区 分
期 首 残 高 当 期 増 加 当 期 減 少 期 末 残 高 保証料収益

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 金 額

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

国立大学財務・
経営センター

1 9,510,385 － － － 1,159,667 1 8,350,718 －

（注） 期首残高は、国から承継された金額を計上している。



(12) 資本金及び資本剰余金の明細
（単位：千円）

期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期 末 残 高

資本金 政府出資金 26,546,151 － － 26,546,151

計 26,546,151 － － 26,546,151

資本剰余金資本剰余金 － － － －

　施設費 － 355,603 － 355,603 （注２）

　運営費交付金 － － － －

　授業料 － － － －

　補助金等 － － － －

　寄附金等 － － － －

　国からの承継 1,586,342 － － 1,586,342

計 1,586,342 355,603 － 1,941,946

損益外減価償却累計額 － -1,339,802 － -1,339,802

民間出えん金 － － － －

差引計 1,586,342 -984,198 － 602,144

（注１） 期首残高は、国からの出資額及び承継額を計上している。
(注２）

区 分

営繕事業による資産取得に基づく計上及び改革推進公共投資施設整備資金貸付金償還時補助金取得に基
く計上

摘 要

づ



(13)-1　積立金の明細

（単位：千円）

区　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

該当なし

計



(13)-2 目的積立金の取崩しの明細

（単位：千円）

区 分 金 額 摘 要

目的積立金取崩額 該当なし

計

その他 該当なし

計



(14) 業務費及び一般管理費の明細
（単位：千円）

教育経費
消耗品費 152,746

備品費 33,240

印刷製本費 68,391

水道光熱費 31,235

旅費交通費 35,900

通信運搬費 10,326

賃借料 138,125

車両燃料費 1,362

福利厚生費 15

保守費 22,937

修繕費 32,636

損害保険料 18

広告宣伝費 789

行事費 2,089

諸会費 2,573

会議費 1,565

業務委託費 21,600

報酬 60,196

手数料 450

奨学費 182,951

減価償却費 91,259

清掃費 5,032

雑役務費 32,782

貸倒損失 57,019

徴収不能引当金繰入額 564

図書費 34,239

文献複写料 326

雑費 2,696 1,023,077

研究経費
消耗品費 269,851

備品費 80,798

印刷製本費 26,311

水道光熱費 10,783

旅費交通費 153,063

通信運搬費 9,232

賃借料 8,735

車両燃料費 379

保守費 12,212

修繕費 21,163

広告宣伝費 187

諸会費 3,982

会議費 2,450

業務委託費 18,183

報酬 24,265

手数料 362

租税公課 15

減価償却費 187,966

清掃費 34

雑役務費 25,121

図書費 123,107

文献複写料 664

雑費 699 979,572

診療経費
材料費
医薬品費 2,319,838

1,102,949診療材料費



医療消耗器具備品費 55,375

給食用材料費 125,923 3,604,087

委託費
検査委託費 81,818

給食委託費 14,364

寝具委託費 21,927

医療委託費 42,770

清掃委託費 46,614

保守委託費 93,446

その他委託費 217,731 518,673

設備関係費
減価償却費 516,876

機器賃借料 474,290

修繕費 106,211

機器保守料 5,092

車両関係費 246 1,102,716

研修費 186

経費
消耗品費 190,784

備品費 47,638

印刷製本費 5,896

水道光熱費 243,524

旅費交通費 8,909

通信運搬費 10,127

賃借料 1,256

車両燃料費 161

福利厚生費 1,693

修繕費 287

諸会費 1,391

会議費 219

業務委託費 400

報酬 628

手数料 1,761

徴収不能引当金繰入額 12,180

図書費 5,413

職員被服費 12,465

雑費 5,584 550,323 5,775,987

教育研究支援経費
消耗品費 8,119

備品費 2,378

印刷製本費 335

水道光熱費 11,278

旅費交通費 908

通信運搬費 17,940

賃借料 10,966

保守費 3,886

修繕費 941

諸会費 249

業務委託費 2,344

報酬 798

減価償却費 67,384

清掃費 1,335

雑役務費 1,186

図書費 17,858

文献複写料 1,562 149,475

受託研究費 291,504

受託事業費 119,502

役員人件費
報酬 75,181



教員人件費

非常勤教員給与

職員人件費

非常勤職員給与

一般管理費

賞与 28,381

法定福利費 8,745 112,308

常勤教員給与
給料 4,434,434

賞与 1,624,799

退職給付費用 727,241

法定福利費 746,090 7,532,565

給料 133,480

退職給付費用 205

法定福利費 478 134,165 7,666,730

常勤職員給与
給料 3,539,951

賞与 1,122,665

退職給付費用 510,630

法定福利費 585,730 5,758,978

給料 887,909

賞与 58,835

賞与引当金繰入 4,318

退職給付費用 10,449

法定福利費 107,142 1,068,655 6,827,634

消耗品費 38,593

備品費 9,141

印刷製本費 12,682

水道光熱費 135,511

旅費交通費 36,088

通信運搬費 47,307

賃借料 28,896
1,659車両燃料費

福利厚生費 4,353

保守費 63,371

修繕費 232,614

損害保険料 22,926

広告宣伝費 1,632

行事費 53

諸会費 10,831

会議費 1,627

業務委託費 112,249

報酬 2,812

手数料 2,824

租税公課 19,859

減価償却費 52,184

清掃費 285

雑役務費 31,609

貸倒引当金繰入額 823

図書費 18,476

文献複写料 63

賠償学生納付金 676

承継損害賠償金 3,119

雑費 602 892,879



(15)-1 運営費交付金債務
（単位：千円）

交付年度 期首残高
交付金当
期交付額

当期振替額
期末残高運営費交

付金収益
資産見返運
営費交付金

資本剰余金 小計

平成１６年度 － 10,539,119 10,358,928 180,190 － 10,539,119 －

合　計 － 10,539,119 10,358,928 180,190 － 10,539,119 －



(15)-2　運営費交付金収益
（単位：千円）

業務等区分 １６年度交付金 摘　要

附属病院 1,820,908

大学 8,538,020

計 10,358,928



(16)-1 施設費の明細
（単位：千円）

区　　分 当期交付額
左 の 会 計 処 理 内 訳

摘　　要建設仮勘定見返
施設費

資本剰余金 その他

営繕事業 99,950 － 52,909 47,040

（医病）基幹・環境整備 11,338 － 4,616 6,721

（物部）校舎改修（農学
系）

10,500 － － 10,500 設計謝金

災害復旧費 28,990 － － 28,990

改革推進公共投資施設
整備資金貸付金償還時
補助金

298,077 － 298,077 －

計 448,855 － 355,603 93,252



(16)-2 補助金等の明細

（単位：千円）

建設仮勘定
見返補助金等

資産見返
補助金等

資本剰余金
長期預り
補助金等

収益計上

該当なし

合　計

区　　分 当期交付額
当 期 振 替 額

摘　　要



(17) 役員及び教職員の給与の明細
（単位：千円、人）

区　分
報 酬 又 は 給 与 退 職 給 付

支給額 支給人員 支給額 支給人員

役　員
（ 2,880 ） （ 2 ） （ － ） （ － ）

100,683 7 － －

教職員
（ 1,113,681 ） （ 884 ） （ 10,655 ） （ 159 ）

10,747,390 1,775 1,234,829 125

合　計
（ 1,116,561 ） （ 886 ） （ 10,655 ） （ 159 ）

10,848,073 1,782 1,234,829 125

注１　役員に対する報酬等の支給の基準の概要
　　　　報酬月額
　　　　　学長１，０６９千円、理事７０４～９０６千円、監事７０４千円、非常勤１２０千円
　　　　退職手当の計算方法
　　　　　退職の日における本給月額×在職月数×１００分の１２.５

　２　教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要
　　　　一般職の国家公務員に準拠している。

　３　支給人員は年間平均支給人員を記載している。

　４　（　）内は非常勤の役員及び教職員に係るものであり、外数で記載している。

　５　上記金額には、法定福利費は含まれていない。



(18) 開示すべきセグメント情報
（単位：千円）

区分 附属病院 大学 合計

業務費用 11,040,561 13,158,513 24,199,074

業務収益 12,634,195 13,428,523 26,062,719

　運営費交付金収益 1,820,908 8,538,020 10,358,928

　学生納付金収益 － 3,440,725 3,440,725

　附属病院収益 10,328,350 － 10,328,350

　外部資金 67,083 830,481 897,564

　その他 417,853 619,296 1,037,150

業務損益 1,593,634 270,010 1,863,644

帰属資産 12,965,976 39,857,975 52,823,951

注１．各セグメントの主な区分方法
　　実務指針Ｑ６２－２に基き、診療に係る経費及び収益をセグメント’病院’として区分し、
　それ以外をセグメント’大学’として区分している。

注２．損益外減価償却相当額
　　附属病院 39,812
　　大学 1,299,989

注３．引当外退職給付増加見積額
　　附属病院 187,731
　　大学 -593,589



(19) 寄附金の明細

区分 当期受入 件数 摘　　要

（千円） （件）

大学 460,166 707

合　　計 460,166 707



(20) 受託研究の明細
（単位：千円）

区 分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

附属病院　国からの委託分 － － － －

附属病院　国以外の委託分 － 111,497 61,043 50,454

小　　計 － 111,497 61,043 50,454

大学　国からの委託分 － 40,295 32,161 8,133

大学　国以外の委託分 － 153,547 144,112 9,434

小　　計 － 193,842 176,274 17,568

合　　計 － 305,340 237,318 68,022



(21) 共同研究の明細
（単位：千円）

区分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

附属病院　国以外の委託分 － 3,280 3,280 －

大学　国以外の委託分 － 50,393 45,781 4,611

合　　計 － 53,673 49,062 4,611



(22) 受託事業等の明細
（単位：千円）

区分 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

附属病院　国からの委託分 － － － －

附属病院　国以外の委託分 － 2,699 2,699 －

小　　計 － 2,699 2,699 －

大学　国からの委託分 － 1,748 1,748 －

大学　国以外の委託分 － 117,267 115,054 2,212

小　　計 － 119,015 116,802 2,212

合　　計 － 121,715 119,502 2,212



(23) 現金及び預金の明細
（単位：千円）

区分 金額 摘　　要

現金 3,340

普通預金 3,935,986

合　　計 3,939,326



(24) 資産見返物品受贈額の明細
（単位：千円）

区分 金額 摘　　要

無償譲与物品等 4,640,226

合　　計 4,640,226



(25) 関連公益法人

(1) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要

ア　名称、業務の概要、国立大学法人との関係及び役員の氏名

名称 業務の概要
国立大学法人
との関係

役員（平成17年3月31日）

役職 氏名
国立大学法人での
最終職名

財団法人豊仁会 　附属病院における患者の
療養に必要とする各種サー
ビスの提供

関連公益法人 理事長 岩山　安成 事務局長

理　事 入交　太二郎

理　事 坂本　昌三郎

理　事 円山　英昭 医学部長

理　事 岡﨑　省二  総務部長

理　事 泉谷　弘幸 病院事務部長

監　事 濵田　松一

監　事 佐伯　隆二 総務管理課長
有限責任中間法人高知
大学医学部附属病院共
同研究支援基金

　附属病院における共同研
究の支援

関連公益法人 理事長　倉本　秋 理事

理　事　相良　 輔 学長

理　事　岩山　安成 事務局長

理　事　島田　雄

監　事 佐藤　隆 理事

イ　特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等と国立大学法人等の取引の関連図

(2) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の財務状況

（単位：千円）

名称 資産 負債 正味財産
当期収入
合計額

当期支出
合計額

当期収支差額

財団法人豊仁会 286,527 14,866 271,661 216,268 219,432 -3,164

有限責任中間法人高知
大学医学部附属病院共
同研究支援基金

6,776 345 6,430 0 69 -69

(3) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の基本財産等の状況
　関連公益法人等の基本財産に対する出えん、拠出、寄附等の明細並びに関連公益法人の運営費、事業費等に
充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細

　該当なし

(4) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等との取引の状況

（単位：千円）

名称
債権 債務

債務保証
事　　　業　　　収　　　入

未収入金 未払金
うち国立大学法人との取引
金額 割合

財団法人豊仁会 0 91 0 214,947 804 0.4%

有限責任中間法人高知
大学医学部附属病院共
同研究支援基金

0 0 0 0 0 0.0%

国
立
大
学
法
人

高
知
大
学

財団法人豊仁会
有限責任中間法人高
知大学医学部附属病
院共同研究支援基金

患者の療養に必
要とする各種
サービスの提供共同研究の支援
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