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貸借対照表
（平成２２年３月３１日）
（単位：円）

資産の部
Ⅰ固定資産
１ 有形固定資産
土地
建物
減価償却累計額
構築物
減価償却累計額
工具器具備品
減価償却累計額
図書
美術品・収蔵品
船舶
減価償却累計額
車両運搬具
減価償却累計額
医療用放射性同位元素
減価償却累計額
建設仮勘定
有形固定資産合計

42,278,021,824
26,999,565,259
△8,844,545,590
980,020,035
△654,268,700
15,206,009,978
△8,622,746,208
4,362,325
△3,871,580
36,685,243
△28,149,165
3,075,695
△1,029,960

２ 無形固定資産
特許権
ソフトウェア
特許権仮勘定
電話加入権
無形固定資産合計
３ 投資その他の資産
長期未収入金
貸倒引当金
その他固定資産
投資その他の資産合計
固定資産合計

18,155,019,669
325,751,335
6,583,263,770
2,404,580,054
48,789,800
490,745
8,536,078
2,045,735
525,000
69,807,024,010
4,280,837
14,685,899
60,362,961
1,256,426
80,586,123

3,770,873
△3,589,640

181,233
246,480
427,713
69,888,037,846

Ⅱ流動資産
現金及び預金
未収学生納付金収入
徴収不能引当金
未収附属病院収入
徴収不能引当金
その他未収入金
たな卸資産
医薬品及び診療材料
前払費用
未収収益
その他流動資産
流動資産合計
資産合計

8,782,449,502
45,120,000
0
2,180,508,772
△107,884,789

45,120,000
2,072,623,983
85,795,438
21,653,409
198,034,208
33,350,721
6,401,641
1,584,552
11,247,013,454
81,135,051,300

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
資産見返補助金等
資産見返寄附金
資産見返物品受贈額
建設仮勘定見返運営費交付金等
資産見返施設費等
国立大学財務・経営センター債務負担金
長期借入金
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計

2,291,084,628
862,916,077
657,256,073
2,111,141,438
9,085,453
453,391,357

6,384,875,026
3,060,835,575
2,996,229,000
52,949,465
201,777,933
12,696,666,999

Ⅱ流動負債
寄附金債務
前受受託研究費等
前受金
預り研究費補助金等
預り金
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
一年以内返済予定長期借入金
未払金
未払費用
未払消費税等
賞与引当金
短期リース債務
流動負債合計
負債合計

2,981,619,596
101,992,014
331,660,200
11,307,221
193,515,376
456,948,600
185,494,000
5,051,026,360
36,735,063
2,837,300
76,940,653
713,137,029
10,143,213,412
22,839,880,411

純資産の部
Ⅰ資本金
政府出資金
資本金合計

50,665,593,896

資本剰余金
損益外減価償却累計額
損益外減損損失累計額
資本剰余金合計

9,706,611,231
△7,324,065,721
△82,574

50,665,593,896

Ⅱ資本剰余金

2,382,462,936

Ⅲ利益剰余金
積立金
当期未処分利益
（うち当期総利益 792,222,778円）
利益剰余金合計
純資産合計
負債純資産合計

4,454,891,279
792,222,778
5,247,114,057
58,295,170,889
81,135,051,300
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損益計算書
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）
(単位：円）
経常費用
業務費
教育経費
研究経費
診療経費
材料費
委託費
設備関係費
研修費
経費
教育研究支援経費
受託研究費
受託事業費
役員人件費
教員人件費
常勤教員給与
非常勤教員給与
職員人件費
常勤職員給与
非常勤職員給与
一般管理費
財務費用
支払利息
雑損
経常費用合計

1,350,328,701
1,765,895,792
4,518,357,242
677,617,728
1,917,293,074
156,663
741,681,628

7,855,106,335
506,636,928
1,091,578,428
100,241,478
133,752,991

6,805,618,567
948,535,360

7,754,153,927

5,872,612,226
859,088,878

6,731,701,104

27,289,395,684
576,898,334

208,318,903

208,318,903
260,485
28,074,873,406

経常収益
運営費交付金収益
授業料収益
入学金収益
検定料収益
施設費収益
補助金等収益
附属病院収益
受託研究等収益
国又は地方公共団体からの受託研究等収益
その他の受託研究等収益
受託事業等収益
国又は地方公共団体からの受託事業等収益
その他の受託事業等収益
寄附金収益
講習料収益
資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金等戻入
資産見返補助金等戻入
資産見返寄附金戻入
資産見返施設費等戻入
資産見返物品受贈額戻入
財務収益
受取利息
為替差益
雑益
財産貸付料収入
その他雑益
経常収益合計
経常利益

9,938,513,819
2,224,672,963
394,067,500
84,200,900
324,039,159
369,341,122
12,546,628,949
170,261,748
922,858,727
26,767,865
80,255,594

1,093,120,475
107,023,459
74,151,752
15,357,650

414,330,036
61,798,452
176,780,513
6,385,793
79,677,656

738,972,450

13,024,636
124,984

13,149,620

85,920,219
187,073,051

272,993,270
28,196,233,088
121,359,682

臨時損失
固定資産除却損
前期損益修正損
臨時利益
運営費交付金収益
資産見返運営費交付金等戻入
資産見返寄附金戻入
資産見返物品受贈額戻入
承継剰余金債務戻入
前期損益修正益
当期純利益
目的積立金取崩額
当期総利益

28,255,406
592,871

28,848,277

425,819,425
2,548,057
16,630,082
2,316,783
27,977,000
17,185,560

492,476,907
584,988,312
207,234,466
792,222,778
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キャッシュ・フロー計算書
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）
（単位：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
人件費支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
授業料収入
入学金収入
検定料収入
附属病院収入
受託研究等収入
受託事業等収入
寄附金収入
補助金等収入
補助金等の精算による返還金の支出
財産貸付料等収入
科学研究費補助金等の減少
その他収入
小計
国庫納付金の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー

△9,952,144,700
△14,201,942,178
△546,846,152
9,874,678,000
2,456,989,225
381,236,500
84,200,900
12,386,892,851
1,106,372,846
110,342,189
461,862,518
1,199,708,784
△526,320
85,939,957
△16,276,440
214,420,049
3,644,908,029
－
3,644,908,029

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入
定期預金の預入による支出
定期預金の払出による収入
施設費による収入
国立大学財務・経営センターへの納付による支出
敷金・保証金の返還による収入
小計
利息及び配当金の受取額
投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,213,775,142
△10,520,383
－
△11,296,115,795
11,196,115,795
2,141,085,044
－
－
△3,183,210,481
25,089,512
△3,158,120,969

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
国立大学財務・経営センター債務負担金の返済による支出
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
小計
利息の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー

701,301,000
△584,629,137
△100,242,000
△698,116,316
△681,686,453
△212,134,683
△893,821,136

Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ

－
△407,034,076
6,188,483,578
5,781,449,502

資金に係る換算差額
資金増加額
資金期首残高
資金期末残高

(注)資金期末残高の説明
現金及び預金(貸借対照表)
定期預金等
資金期末残高

8,782,449,502
△3,001,000,000
5,781,449,502
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利益の処分に関する書類（案）
平成２１事業年度
（単位：円）
792,222,778

Ⅰ 当期未処分利益
792,222,778

当期総利益

Ⅱ 利益処分額
792,222,778

積立金
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
－

教育研究環境向上積立金
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－

792,222,778

国立大学法人等業務実施コスト計算書
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）
（単位：円）
Ⅰ 業務費用
（１）損益計算書上の費用
業務費
一般管理費
財務費用
雑損
臨時損失
（２）(控除）自己収入等
授業料収益
入学料収益
検定料収益
附属病院収益
受託研究等収益
受託事業等収益
寄附金収益
その他収入
資産見返運営費交付金等戻入（授業料）
資産見返寄附金等戻入
財務収益
雑益
臨時利益
業務費用合計

27,289,395,684
576,898,334
208,318,903
260,485
28,848,277

28,103,721,683

△2,224,672,963
△394,067,500
△84,200,900
△12,546,628,949
△1,093,120,475
△107,023,459
△74,151,752
△15,357,650
△110,917,539
△176,780,513
△13,149,620
△169,754,151
△33,815,642

△17,043,641,113
11,060,080,570

Ⅱ 損益外減価償却等相当額
損益外減価償却相当額
損益外固定資産除却相当額

983,893,819
280,865,945

1,264,759,764

Ⅲ 損益外減損損失相当額

－

Ⅳ 引当外賞与増加見積額

△116,807,425

Ⅴ 引当外退職給付増加見積額

△248,792,250

Ⅵ 機会費用
国又は地方公共団体の無償又は減額され
た使用料による貸借取引の機会費用
政府出資の機会費用
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

17,273,600
728,461,865
－

745,735,465
－

Ⅶ (控除）国庫納付額
Ⅷ 国立大学法人等業務実施コスト

12,704,976,124
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事

項

Ⅰ. 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
原則として、期間進行基準を採用しています。
なお、退職一時金については費用進行基準を、また、｢特別教育研究経費｣｢特殊要因経費｣に充当される運営費交
付金の一部については、文部科学省の指定に伴い業務達成基準あるいは費用進行基準を採用しています。
２．減価償却の会計処理方法
（１）有形固定資産
定額法を採用しています。
耐用年数については、法人税法上の耐用年数を採用、受託研究収入により購入した償却資産については当該
受託研究期間を耐用年数としており、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。
建
物
１５～５０年
構 築 物
１０～６０年
工具器具備品
２～２０年
また、特定の償却資産（国立大学法人基準第83）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額とし
て資本剰余金から控除しています。
（２）無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、法人内利用のソフトウエアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいています。
３．徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
４．賞与引当金の計上基準
特定有期雇用教職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を
計上しております。
５．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
特定有期雇用教職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における自己都合要支給額を計上しております。
特定有期雇用教職員以外の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係
る引当金は計上していません。
なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、基準第85第4項に基づき計
算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しています。
６．たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産（貯蔵品）
医薬品及び診療材料

最終仕入原価法
移動平均法による低価法。ただし、当分の間は最終仕入原価法による。

７．国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法
（１）国等の財産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の計算方法
近隣の地代や賃借料等を参考に計算しております。
（２）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
日本相互証券(株)公表平成22年3月31日における10年国債（新発債）の利回りを参考に1.395％で計算してい
ます。
（３）国等からの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の計算に使用した利率
日本相互証券(株)公表平成22年3月31日における10年国債（新発債）の利回りを参考に1.395％で計算してい
ます。
８．リース取引の会計処理
リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会
計処理によっています。
また、リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取引の未経過リース
料は以下のとおりです。
① 貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料
336,420 円
② 貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料
308,315 円
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９．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。
Ⅱ. 後発事象
重要な後発事象は発生しておりません。
Ⅲ. 追加情報
1． 法人移行時に係る固有の会計処理等
当事業年度より、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」（「「国立大学法人会計基準」
及び「国立大学法人会計基準注解」の改訂について」（国立大学法人会計基準等検討会議 平成21年7月28日））及
び「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」（文部科学省、日本公認会
計士協会 平成22年3月24日最終改訂）を適用しております。
2． 金融商品の時価等の開示
当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時
価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。
3． 賃貸等不動産の時価等の開示
当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28
日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年
11月28日）を適用しております。ただし、当法人は、福井県内において、賃貸等不動産を保有しておりますが、賃
貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
Ⅳ．その他の注記事項
１. 貸借対照表関係
（１）運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額
10,040,570,889 円
（２）運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額
737,303,823 円
（３）債務保証の金額
3,517,784,175 円
（４）国立大学財務・経営センターからの借入金 3,181,723,000 円の担保に供している資産は次の通りです。
土地 4,199,798,000 円
（５）金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
時価
貸借対照表計上額
差額
(1) 長期性預金
3,001,000,000
3,001,000,000
－
(2)

現金及び預金

5,781,449,502

5,781,449,502

－

(3)

未収附属病院収入

2,180,508,772

2,180,508,772

－

徴収不能引当金

△ 107,884,789

△ 107,884,789

－

2,072,623,983

2,072,623,983

－

国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ
債務負担金

( 3,517,784,174 )

( 3,766,964,329 )

( △249,180,155 )

(5)

長期借入金

( 3,181,723,000 )

( 3,145,387,139 )

( 36,335,861 )

(6)

未払金

( 5,051,026,360 )

( 5,051,026,360 )

( ― )

(4)

注1）
・負債に計上されているものについては、括弧書きで示しております。
・未収附属病院収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。
注2）金融商品の時価の算定方法
(1)長期性預金及び(6)未払金
これらの時価については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(2)現金及び預金、並びに(3)未収附属病院収入
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。なお、未収附属病院収入のうち貸倒懸念債権については、担保又は保証による回収見込額等により、時価
を算定しております。
(4)国立大学財務・経営センター債務負担金及び(5)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
算出しております。
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（６）利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの
①

国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当
該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの
附属病院に関する借入金の元金償還額の累計額
6,460,982,678 円
当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計額
3,346,239,945 円
利益剰余金に与える影響額（差引き）
3,114,742,733 円

②

国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が
二重になっていることによるもの
法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分
類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額の累計額

625,775,568 円
国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国からの出資でな
く譲与としたことによるもの
146,033,808 円
④ 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、国からの出資
でなく譲与としたことによるもの
376,355,948 円
③

２. 損益計算書関係
（１）ファイナンス・リース取引による損益に与える影響額
ファイナンス・リース取引について、当該取引に係る収益化額と、当該取引により計上された固定資産の減
価償却費及びリース債務に係る支払利息額との間に差が生じており、当該差額が当事業年度の損益に影響を与
えています。
当該ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は 10,335,797 円であり、当該影響額を除いた当期総
利益は781,886,981円であります。
（２）前期損益修正損は、前年度の補助金等の額の確定に伴う返納額であります。
（３）前期損益修正益は、前年度の労働保険料の保険料率の改定によるものです。
（４）当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの
①

国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当
該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの
附属病院に関する借入金の元金償還額
当該借入金により取得した資産の減価償却費
当期総利益に与える影響額（差引き）

②

684,871,137 円
562,203,285 円
122,667,852 円

国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が
二重になっていることによるもの
法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分
類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額
26,701,773 円

３. キャッシュ・フロー計算書関係
（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
資金の期末残高
定期預金等
貸借対照表上の科目
現金及び預金
（２）重要な非資金取引
無償譲渡による資産の取得
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5,781,449,502 円
3,001,000,000 円
8,782,449,502 円
169,243,591 円

附 属 明 細 書

附属明細書
1.固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
2.たな卸資産の明細

・・・・・・・・・・

９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０

3.無償使用国有財産等の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.ＰＦＩの明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０
１０

5.有価証券の明細
5-1 流動資産として計上された有価証券

１０

・・・・・・・・・・・・・・・

5-2 投資その他の資産として計上された有価証券

・・・・・・・・・・・

１０

6.出資金の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7.長期貸付金の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０
１０

8.借入金の明細

１１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9.国立大学法人等債の明細
10.引当金の明細

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

10-1 引当金の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１
１１

10-3 退職給付引当金の明細

１１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11.保証債務の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12.資本金及び資本剰余金の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２
１２

13.積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細
13-1 積立金の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２

13-2 目的積立金の取崩しの明細

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14.業務費及び一般管理費の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15.運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細
15-1 運営費交付金債務

１２
１３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１６

15-2 運営費交付金収益
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16.運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

１６

16-1 施設費の明細
16-2 補助金等の明細

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17.役員及び教職員の給与の明細

１６
１７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１８

18.開示すべきセグメント情報
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
19.寄附金の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９
２０

20.受託研究の明細
21.共同研究の明細

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２０
２０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２０

23.科学研究費補助金の明細
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
24.上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

２１

22.受託事業等の明細

24-1 現金及び預金の内訳

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２
２２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２

24-2 未収附属病院収入の内訳
24-3 承継剰余金債務の内訳
24-4 未払金の内訳
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