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（１）固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第83特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失の明細

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 当　期 当　期 末残高

建　 物 10,126,412 376,993 34,673 10,468,732 1,291,683 649,994 9,177,048
構築物 1,422,659 24,909 － 1,447,568 241,459 121,077 1,206,109
機械装 2,159,216 － 2,159,216 － － － －
工具器 211,951 2,176,110 － 2,388,061 1,142,441 571,439 1,245,619
図　 書 － 154 － 154 － － 154
船　 舶 8,214 － － 8,214 2,130 1,065 6,084
計 13,928,454 2,578,167 2,193,890 14,312,731 2,677,715 1,343,576 11,635,016
建　 物 2,446,951 771,957 2,590 3,216,319 243,627 125,729 2,972,691
構築物 337,142 33,822 608 370,356 54,008 29,289 316,348
機械装 1,384,459 561,511 1,384,459 561,511 14,037 14,037 547,473
工具器 1,334,008 2,879,901 745 4,213,164 1,447,458 701,715 2,765,706
図　 書 3,343,880 25,219 237 3,368,861 － － 3,368,861
船　 舶 － 27,766 － 27,766 330 330 27,436
車輌運
搬具

33,560 － － 33,560 15,402 7,639 18,157

計 8,880,002 4,300,178 1,388,640 11,791,540 1,774,864 878,742 10,016,675
土　 地 26,021,002 － － 26,021,002 － － 26,021,002
美術 32,401 － － 32,401 － － 32,401
建設仮 － 346,785 346,785 － － － －
計 26,053,403 346,785 346,785 26,053,403 － － 26,053,403
土　 地 26,021,002 － － 26,021,002 － － 26,021,002
建　 物 12,573,364 1,148,950 37,263 13,685,051 1,535,310 775,724 12,149,740
構築物 1,759,801 58,731 608 1,817,925 295,467 150,366 1,522,457
機械装 3,543,675 561,511 3,543,675 561,511 14,037 14,037 547,473
工具器 1,545,960 5,056,011 745 6,601,226 2,589,899 1,273,155 4,011,326
図　 書 3,343,880 25,373 237 3,369,015 － － 3,369,015
美術 32,401 － － 32,401 － － 32,401
船 　舶 8,214 27,766 － 35,981 2,460 1,395 33,520
車輌運 33,560 － － 33,560 15,402 7,639 18,157
建設仮 － 346,785 346,785 － － － －
計 48,861,859 7,225,130 3,929,316 52,157,674 4,452,579 2,222,318 47,705,094

ソフト
ウェア － 1,149 － 1,149 19 19 1,129

計 － 1,149 － 1,149 19 19 1,129
地上権 590 － － 590 － － 590
ウェア 93,421 30,670 11,487 112,605 39,485 30,419 73,119
その他 2,677 5,974 － 8,651 － － 8,651
計 96,689 36,644 11,487 121,847 39,485 30,419 82,361
地上権 590 － － 590 － － 590
ウェア 93,421 31,819 11,487 113,754 39,504 30,438 74,249
その他 2,677 5,974 － 8,651 － － 8,651
計 96,689 37,793 11,487 122,996 39,504 30,438 83,491
投資有
価証券 － 705,346 101,593 603,753 － － 603,753

長期前
払費用 88 81 88 81 － － 81

計 88 705,428 101,681 603,835 － － 603,835

(注) 当事業年度において、勘定科目の見直しを行い機械装置(特定償却資産)2,159,216千円を工具器具備品(特定償却資産)に振替を行い、  
　　 また、機械装置(特定償却資産以外)1,384,459千円を工具器具備品(特定償却資産以外)に振替を行った。
　　 その結果、上記金額がそれぞれ、当期増加額、当期減少額に含まれることとなった。

（単位：千円）

資産の種類 減損損失累計額

 有形固定
資産（特定
償却資産）

 有形固定
資産（特定
償却資産以
外）

非償却資産

 有形固定
資産合計

 無形固定
資産（特定
償却資産）
 無形固定
資産（特定
償却資産以
外）

 無形固定
資産合計

その他の資
産



（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 摘　要

医薬品 139,280 2,261,387 － 2,271,256 － 129,411

診療材料 83,736 1,090,837 － 1,161,316 － 13,256

貯蔵品 8,343 283,814 － 280,127 － 12,031

当期増加額 当期減少額



(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

摘　　要

（㎡） － (千円)
土地 港湾 高知市孕東町57 1１．００㎡ 2 検潮所

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
用漁場

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 12 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 電気管
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

地震計用地、
配線用地、アン
テナ用地、電
柱・支線

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・ハンド
ホール用地、
電柱・支線用
地、埋設ケーブ
ル用地



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㎡ 117 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 43 　〃

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 仁井田第三住宅

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 潮新町住宅

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 南国住宅

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 高専物部宿舎

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

世田谷区上用賀4丁目10番78 １区画 60 　〃

合　　計 4,958



(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 摘要

該当なし



(5)-1 流動資産として計上された有価証券
（単位：千円）

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

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

北九州市平成
13年度第2回公
募公債

100,786 100,000 100,449

計 100,786 100,000 100,449

貸借対照表
計  上  額

100,449

売買目的
有価証券

満期保有
目的債券



(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）

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

第11回大阪府非
公募公債 382,834 380,000 382,429

第11回大阪府公
債 121,044 120,000 120,879

大阪市平成14年
度第2回公募公
債

100,682 100,000 100,444

計 604,560 600,000 603,753

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

該当なし

計

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

603,753

満期保有
目的債券

摘　　要

その他
有価証券

関係会社
株式

摘　　要



(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 摘要
産業投資特
別会計借入
金

6,480,688 － 6,480,688 － － 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

国立大学財
務・経営セン
ター借入金

－ 317,520 － 317,520 1.60 平成４２年度

国立大学財
務・経営セン
ター借入金

－ 231,796 － 231,796 1.33 平成２７年度

計 6,578,968 549,316 6,480,688 647,596

（注1） 「平均利率」は期末借入残高に対する加重平均利率である。

（注2）上記期末残高には1年以内返済予定の額が、10,827千円含まれている。

〔国立大学財務・経営センター債務負担金〕

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 摘要

国立大学財
務・経営セン
ター債務負
担金

8,350,718 － 1,005,782 7,344,935 3.71 平成40年度

計 8,350,718 － 1,005,782 7,344,935

（注1） 「平均利率」は期末借入残高に対する加重平均利率である。

（注2）上記期末残高には1年以内返済予定の額が、888,422千円含まれている。



(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）

目的使用 その他

賞与引当金 4,318 6,686 4,318 － 6,686

計 4,318 6,686 4,318 － 6,686

期末残高 摘　要区　　分 期首残高 当期増加額
当期減少額



（10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：千円）

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

未収学生納付金収入
14,946 -846 14,100 564 -282 282 貸倒実績率による

未収附属病院収入
1,949,398 14,517 1,963,915 38,285 17,010 55,295 貸倒実績率による

未収入金
18,274 5,366 23,640 823 -823 －

個別に回収の可能性
を検討し、回収不能見
込額を計上

計 1,982,618 19,038 2,001,656 39,672 15,904 55,577

区　　分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘　要



(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 3,160 179 6,022

退職一時金に係る債務 3,042 3,160 179 6,022

厚生年金基金に係る債務 － － － －

－ － － －

年金資産 － － － －

退職給付引当金 3,042 3,160 179 6,022

未認識過去勤務債務及び未認識
数理計算上の差異



(11) 保証債務の明細
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）

独立行政法人
国立大学財務・
経営センター債
務負担金

1 8,350,718 － － － 1,005,782 1 7,344,935 －

区分
期首残高 当期増加 当期減少 期末残高



(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 摘要

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 6,872,856 － 7,228,459 (注1）

　運営費交付金 － － － －

　授業料 － － － －

　補助金等 － － － －

　寄附金等 － － － 　－

　目的積立金 － 27,931 － 27,931 (注2)

　国からの承継 1,586,342 － － 1,586,342

損益外固定資産除売却差
額 － － 34,673 -34,673 (注3)

計 1,941,946 6,900,787 34,673 8,808,060

損益外減価償却累計額 -1,339,802 -1,343,595 -5,663 -2,677,734 (注3)

民間出えん金 － － － －

差引計 602,144 5,557,192 29,010 6,130,325

(注1） 校舎改修(農学系)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相殺
に基づく増加額

(注2） 教育研究運営改善による資産取得に基づく増加額

(注3） 校舎改修(農学系)による資産除却及び営繕事業による資産除却に基づく減少額

区分



(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

積立金 － 1,370,751 － 1,370,751

目的積立金
(教育研究運営改
善積立金)

－ 860,337 110,717 749,620

当期増加額は平成16
年度剰余金の翌事業
年度への繰越承認によ
る振替額 860,337千円
減少額は目的積立金
の執行額 110,717千円

計 － 2,231,089 110,717 2,120,372



(13)-2 目的積立金の取崩しの明細
（単位：千円）

金　　額 摘　　要

目的積立金取崩額

教育研究運営改善積立
金

82,785 (注1)

計 82,785

その他
教育研究運営改善積立
金

27,931 (注2)

計 27,931

　　　　　　　　　　　(注1) 教育研究運営改善のための費用の発生に伴う積立金の取崩
　　　　　　　　　　　(注2) 教育研究運営改善のための資産の購入に伴う積立金の取崩

区　　分



(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 162,939
備品費 39,588
印刷製本費 61,030
水道光熱費 115,813
旅費交通費 50,079
通信運搬費 10,508
賃借料 40,585
車両燃料費 1,380
福利厚生費 12
保守費 21,581
修繕費 139,082
損害保険料 278
広告宣伝費 766
行事費 1,168
諸会費 2,917
会議費 1,909
業務委託費 33,500
報酬 60,445
手数料 2,747
奨学費 189,656
減価償却費 106,585
清掃費 3,762
雑役務費 44,336
貸倒損失 3,660
徴収不能引当金繰入 －
図書費 42,541
文献複写料 89
雑費 1,287 1,138,256

研究経費
消耗品費 279,699
備品費 98,972
印刷製本費 18,808
水道光熱費 33,104
旅費交通費 150,833
通信運搬費 18,707
賃借料 6,241
車両燃料費 121
保守費 10,314
修繕費 30,532
損害保険料 10
広告宣伝費 193
行事費 33
諸会費 4,636
会議費 504
業務委託費 17,400
報酬 25,103
手数料 210
租税公課 6
減価償却費 173,961
清掃費 44
雑役務費 35,166
図書費 54,118
文献複写料 501
雑費 223 959,450

診療経費
材料費



医薬品費 2,271,256
診療材料費 1,171,971
医療消耗器具備品費 77,147
給食用材料費 123,864 3,644,239

委託費
検査委託費 79,865
給食委託費 23,940
寝具委託費 22,002
医療委託費 65,158
清掃委託費 41,530
保守委託費 74,724
その他委託費 215,187 522,409

設備関係費
減価償却費 486,922
機器賃借料 451,873
修繕費 202,437
機器保守料 60,699
車両関係費 206 1,202,139

研修費 177
経費
消耗品費 200,394
備品費 79,351
印刷製本費 7,914
水道光熱費 231,271
旅費交通費 14,882
通信運搬費 15,625
賃借料 2,578
車両燃料費 231
広告宣伝費 1,461
福利厚生費 1,311
保守費 42
修繕費 -
諸会費 950
会議費 96
業務委託費 532
報酬 1,707
手数料 2,621
徴収不能引当金繰入 22,718
租税公課 87
図書費 4,822
職員被服費 15,161
雑費 4,950 608,713 5,977,680

教育研究支援経費
消耗品費 22,071
備品費 6,933
印刷製本費 244
水道光熱費 15,045
旅費交通費 1,040
通信運搬費 21,224
賃借料 90,088
保守費 5,157
修繕費 2,787
諸会費 185
業務委託費 3,229
報酬 2,458
手数料 -
減価償却費 78,495
清掃費 1,393
雑役務費 3,180



図書費 45,955
文献複写料 815 300,305

受託研究費等 286,014
受託事業費 116,509
役員人件費

報酬 75,693
賞与 28,966
退職給付費用 2,103
法定福利費 9,493 116,255

教員人件費
常勤教員
給与 4,427,431
賞与 1,619,721
退職給付費用 612,768
法定福利費 755,276 7,415,197

非常勤教員
給与 113,262
退職給付費用 -
法定福利費 567 113,829 7,529,027

職員人件費
常勤職員
給与 3,482,191
賞与 1,105,557
退職給付費用 317,652
法定福利費 581,998 5,487,399

非常勤職員
給与 1,014,551
賞与 69,032
賞与引当金繰入 6,686
退職給付費用 11,727
法定福利費 123,536 1,225,534 6,712,933

一般管理費
消耗品費 53,619
備品費 20,874
印刷製本費 16,908
水道光熱費 80,784
旅費交通費 39,702
通信運搬費 47,108
賃借料 21,779
車両燃料費 2,529
福利厚生費 3,932
保守費 59,831
修繕費 106,791
損害保険料 26,401
広告宣伝費 3,018
行事費 1,508
諸会費 7,115
会議費 828
業務委託費 101,058
報酬 2,626
手数料 3,572
租税公課 30,495
減価償却費 52,130
清掃費 13,577
雑役務費 37,148
徴収不能引当金繰入 -
図書費 13,436
文献複写料 519



賠償学生納付金 -
承継損害賠償金 11
雑費 654 747,967

注 ：   人件費について、常勤職員とは、「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公
         表方法等について（ガイドライン）」(総務大臣策定）中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及
　　　　び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員であり、非常勤職員とは、常勤職員、
         員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員の
　　　　ことである。



(15)-1 運営費交付金債務
（単位：千円）

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１７年度 － 10,167,227 9,553,983 250,679 － 9,804,663 362,563

合　計 － 10,167,227 9,553,983 250,679 － 9,804,663 362,563

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



(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 １７年度交付金 合計

　　費用進行基準 － 973,739 973,739

　　成果進行基準 － 82,795 82,795

　　期間進行基準 － 8,497,449 8,497,449

計 － 9,553,983 9,553,983



(16)-1 施設費の明細
（単位：千円）

建設仮勘定見返施設
費

資本剰余金 その他

営繕事業 59,000 － 26,440 32,559
（医病）基幹・環境整備 36,635 － 29,666 6,968
（物部）校舎改修（農学
系）

394,634 － 336,062 58,571

アスベスト対策事業 14,720 － － 14,720

改革推進公共投資施
設整備資金貸付金償
還時補助金

6,480,688 － 6,480,688 －

計 6,985,677 － 6,872,856 112,820

区　　分 当期交付額
左の会計処理内訳

摘　　要



(16)-2 補助金等の明細
（単位：千円）

建設仮勘定
見返補助金

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

大学改革推
進経費(CBI) 9,000 － － － － 9,000

平成17年度
大学改革推
進等補助金

16,261 － － － － 16,261

合　計 25,261 － － － － 25,261

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）

支給額 支給人員 支給額 支給人員

常　勤 101,779 7 2,103 1

(101,779) (2,103)

役　員 非常勤 2,880 2 － －

計 104,659 9 2,103 1

常　勤 10,634,902 1,491 927,440 90

(10,574,964) (923,839)

教職員 非常勤 1,201,165 682 11,727 173

計 11,836,067 2,173 939,168 263

常　勤 10,736,681 1,498 929,543 91

(10,676,743) (925,942)

合　計 非常勤 1,204,045 684 11,727 173

計 11,940,727 2,182 941,271 264

注１. 常勤職員とは、「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与水準の公表方法等について

　　　 （ガイドライン）」（総務大臣策定）中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」

　　　　から受託研究費等により雇用する者を除いた職員であり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究
         費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことである。

注２.　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
　　　　　学長１，０６５千円、理事７０１～９０３千円、監事７０１千円、非常勤１２１千円(平成18年1月以降)
　　　　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

　注３.　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。

　注４.　支給人員は年間平均支給人員を記載している。

　注５.　下段(     )内の金額は、退職金相当額を運営費交付金で措置する必要がある役職員の支給額。

　注６.　上記金額には、法定福利費は含まれていない。

　注７.　その他の給与として受託研究費及び受託事業費により支払われた63,932千円がある。

区　分 報酬又は給与 退職給付



(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

　業務費 10,126,832 13,009,601 23,136,433

　　教育経費 31,125 1,107,130 1,138,256

　　研究経費 44,902 914,548 959,450

　　診療経費 5,977,680 － 5,977,680

　　教育研究支援経費 － 300,305 300,305

　　受託研究費 67,638 218,376 286,014

　　受託事業費 8,682 107,826 116,509

　　人件費 3,996,802 10,361,413 14,358,216

　一般管理費 68,708 679,259 747,967

　財務費用 307,921 1,444 309,366

　雑損 － 17 17

小計 10,503,461 13,690,323 24,193,784

業務収益

　運営費交付金収益 603,658 8,950,325 9,553,983

　学生納付金収益 － 3,454,813 3,454,813

　施設費収益 － 112,820 112,820

　附属病院収益 10,486,152 － 10,486,152

　受託研究等収益 65,982 224,284 290,266

　受託事業等収益 8,682 107,827 116,509

　補助金等収益 － 25,261 25,261

　寄附金収益 3,083 457,269 460,353

　資産見返負債戻入益 159,857 336,825 496,682

　承継剰余金債務戻入 1,656 80 1,736

　財務収益 － 2,902 2,902

　雑益 284 157,108 157,393
小計 11,329,357 13,829,519 25,158,876
業務損益 825,895 139,196 965,091
帰属資産 21,386,847 33,555,477 54,942,324

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’附属病院’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．目的積立金取崩を財源とする費用額
　　附属病院 0千円
　　大学 82,785千円
注３．損益外減価償却相当額
　　附属病院 39,812千円
　　大学 1,303,783千円
注４．引当外退職給付増加見積額
　　附属病院 248,629千円
　　大学 274,039千円

注５．重要な会計方針1．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準に記載のとおり、当事業
        年度より運営費交付金の一部について、成果進行基準あるいは費用進行基準を採用する
　　　 ことに変更した。
　　　 この変更により従来と同一の方法を採用した場合に比べ、「附属病院」における運営費交付
　     金収益及び業務損益は9,438千円少なく計上されている。



(19) 寄附金の明細
（単位：千円）

区分 当期受入 件数 摘　　要

（千円） （件）

大学 489,775 710

合　　計 489,775 710



(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　国及び地方公
共団体からの委託分

－ － － －

附属病院　国及び地方公
共団体以外からの委託分

50,454 48,069 62,317 36,206

小　　計 50,454 48,069 62,317 36,206

大学　国及び地方公共団
体からの委託分

8,133 53,057 55,842 5,348

大学　国及び地方公共団
体以外からの委託分

9,434 122,418 126,306 5,545

小　　計 17,568 175,475 182,149 10,894

合　　計 68,022 223,545 244,466 47,101



(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 － 3,665 3,665 -

大学 4,611 49,554 42,135 12,030

合　　計 4,611 53,219 45,800 12,030



(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　国及び地方公
共団体からの委託分 － － － －

附属病院　国及び地方公
共団体以外からの委託分 － 8,682 8,682 －

小　　計 － 8,682 8,682 －
大学　国及び地方公共団
体からの委託分 － 6,930 6,930 －

大学　国及び地方公共団
体以外からの委託分 2,212 98,683 100,896 －

小　　計 2,212 105,614 107,827 －

合　　計 2,212 114,296 116,509 　－



(23) 科学研究費補助金の明細
（単位：千円）

種目 当期受入 件数 摘　　要

特定領域研究 (33,600) 10
2,280
(14,600)

基盤研究（B） (128,920) 32

基盤研究（C） (87,570) 68

萌芽研究 (20,400) 14
2,580
(8,600)

若手研究（B） (38,698) 32

特別研究員奨励費 (5,400) 6

厚生労働省科学研究費 (92,381) 21

4,860
(430,169)

注1. 間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として(    )内に記載している。

基盤研究（A） 3

若手研究（A） 2

合　　計 188



(24) 現金及び預金の明細
（単位：千円）

区分 金額 摘　　要

現金 4,544

普通預金 4,342,624

合　　計 4,347,168



(25) 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 4,200,937

合　　計 4,200,937
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