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財 務 諸 表 の 概 要

（参考３）



経常費用
業務費

教育経費 431 (0.4%)

研究経費 6,063 (5.8%)

共同利用経費 46,910 (45.1%)

その他 14,934 (14.4%)

役員人件費 425 (0.4%)

教員人件費 17,500 (16.8%)

職員人件費 9,081 (8.7%)

一般管理費 8,450 (8.1%)

支払利息 161 (0.2%)

経常費用合計 103,956 (100.0%)

経常収益
運営費交付金収益 78,406 (75.3%)

大学院教育収益 819 (0.8%)

受託研究等収益 6,440 (6.2%)

寄付金収益 540 (0.5%)

資産見返負債戻入 16,485 (15.8%)

その他 1,464 (1.4%)

経常収益合計 104,154 (100.0%)

経常利益 199 (0.2%) ※

臨時損失
承継償却資産 7,883 (60.7%)

その他臨時損失 5,112 (39.3%)

臨時収益
物品受贈益 7,872 (60.7%)

その他臨時利益 5,096 (39.3%)

臨時利益 ▲ 27 -(0.2%) ※

当期総利益 172 (0.1%) ※

注）単位未満四捨五入しており、計は必ずしも一致しない。
　　経常利益比率は、経常費用に対する比率、臨時利益比率は、臨時損失に対する比率、
　当期総利益比率は、経常費用と臨時損失の合計に対する比率である。
（参考）
　経常費用における物件費は76,949百万円(74.0%)､人件費は27,006百万円(26.0%)

損益計算書の概要（４法人合計）

(単位：百万円)

平成16年4月1日～平成17年3月31日



(単位：百万円)
資産の部 負債の部

 固定資産 固定負債
土地 82,343 (21.7%) 資産見返負債 103,540 (27.2%)
建物 105,472 (27.8%) 長期借入金※１ 10,767 (2.8%)
　減価償却累計額 ▲ 8,961 その他 6,391 (1.7%)
工具器具備品 106,746 (28.1%)
　減価償却累計額 ▲ 22,511 流動負債
図書 17,411 (4.6%) 運営費交付金債務 256 (0.1%)
その他 70,724 (18.6%) 寄付金債務 893 (0.2%)

前受受託研究費等 74 (0.0%)
 流動資産 短期借入金※２ 5,384 (1.4%)

現金及び預金 27,576 (7.3%) その他 32,426 (8.5%)
その他 1,244 (0.3%)

合計 159,730 (42.0%)

資本の部
資本金 187,736 (49.4%)
資本剰余金 43,153 (11.4%)
  損益外減価償却累計額 ▲ 10,749
当期未処分利益 172 (0.0%)

合計 380,043 (100.0%) 合計 220,312 (58.0%)

（注）単位未満四捨五入しており、計は必ずしも一致しない。
（※１）長期借入金は、産業融資特別会計借入金の未償還残額及び新規借入金の残額である。
（※２）短期借入金は、固定負債のうち長期借入金に係る平成１７年度中の償還予定額である。
　　　

貸借対照表の概要（４法人合計）

平成17年３月31日現在



（単位：百万円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出 ▲ 37,625
人件費支出 ▲ 21,499
その他の業務支出 ▲ 11,308
運営費交付金収入 90,404
大学院教育収入 832
受託研究等収入 6,158
寄付金収入 1,210
その他の業務収入 6,589

小計 34,761
国庫納付金の支払額 0

業務活動によるキャッシュ・フロー 34,761

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 0
有価証券の売却による収入 0
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 ▲ 12,208
施設費による収入 15,121
施設費の精算による返還金の支出 0
国立大学財務・経営センターへの納付による支出 0
その他投資活動による支出 ▲ 14,917
その他投資活動による収入 14,833

小計 2,829
利息及び配当金の受取額 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,832

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
0

短期借入れによる収入 0
長期借入金による収入 0
長期借入金の返済による支出 0
その他収入 0
その他支出 ▲ 5,114

小計 ▲ 5,114
利息の支払額 ▲ 102

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 5,216

Ⅳ　資金に係る換算差額 ▲ 2

Ⅴ　資金増加額（又は減少額） 27,576

Ⅵ　資金期首残高 0

Ⅶ　資金期末残高 27,574

国立大学財務経営センター債務負担金の返済支出

キャッシュ・フロー計算書の概要（４法人合計）

平成16年4月1日～平成17年3月31日



（単位：百万円）

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用
業務費 95,344
一般管理費 8,450
財務費用 161
臨時損失 12,994

（２）（控除）自己収入等
大学院教育収益 ▲ 819
受託研究等収益 ▲ 6,440
寄附金収益 ▲ 540
その他収益 ▲ 1,298

業務費用合計 107,853

Ⅱ　損益外減価償却相当額 10,758

Ⅲ　引当外退職給付増加見積額 341

Ⅳ　機会費用
国又は地方公共団体の無償又は減額された
使用料による賃借取引の機会費用 367

政府出資の機会費用 3,023

無利子又は通常よりも有利な条件による
融資取引の機会費用 222

Ⅴ　（控除）国庫納付額

Ⅵ　国立大学法人等業務実施コスト 122,564

国立大学法人等業務実施コスト計算書の概要（４法人合計）

平成16年4月1日～平成17年3月31日



（単位：百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 172

当期総利益 172

Ⅱ　利益処分額

積立金 0

国立大学法人法第３５条において準用
する独立行政法人通則法第４４条第３
項により文部科学大臣の承認を受けよ
うとする額 172 172

利益の処分に関する書類（案）（４法人合計）

平成17年６月30日現在
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