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　資産の部

　Ⅰ　固定資産

　　１　有形固定資産

　　　　　土地 1,889,900,000

　　　　　建物 7,717,300,000

　　　　　　減価償却累計額 △ 1,150,455,339 6,566,844,661

　　　　　構築物 16,459,709

　　　　　　減価償却累計額 △ 4,259,073 12,200,636

　　　　　工具器具備品 1,505,484,320

　　　　　　減価償却累計額 △ 701,319,913 804,164,407

　　　　　図書 378,525,048

　　　　　美術品・収蔵品 9,864,417

　　　　　　有形固定資産合計 9,661,499,169

　　２　無形固定資産

　　　　　ソフトウェア 3,259,293

　　　　　特許権仮勘定 2,395,994

　　　　　電話加入権 2,000

　　　　　　無形固定資産合計 5,657,287

　　３　投資その他の資産

　　　　　長期前払費用 19,517

　　　　　敷金・保証金 5,373,600

　　　　　　投資その他の資産合計 5,393,117

　　　　　　固定資産合計 9,672,549,573

　Ⅱ　流動資産

　　　　現金及び預金 342,328,738

　　　　未収学生納付金収入 226,000

　　　　前払費用 1,494,482

　　　　未収収益 1,726

　　　　未収金 12,557,734

　　　　立替金 2,775

　　　　仮払金 1,199,590

　　　　　流動資産合計 357,811,045

　　　　　　資産合計 10,030,360,618

（単位：円）

貸  借  対  照  表

（平成２３年３月３１日）
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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 54,311,972

　　　　　資産見返寄附金 22,539,899

　　　　　資産見返物品受贈額 402,637,693 479,489,564

　　　　長期リース債務 475,108,441

　　　　　固定負債合計 954,598,005

　Ⅱ　流動負債

　　　　運営費交付金債務 16,525,212

　　　　寄附金債務 28,108,000

　　　　前受受託研究費等 3,503,510

　　　　未払金

　　　　　リース債務 256,133,731

　　　　　その他の未払金 168,729,625 424,863,356

　　　　未払費用 10,859,747

　　　　未払消費税等 458,500

        預り金 8,382,247

　　　　　流動負債合計 492,700,572

　　　　　　負債合計 1,447,298,577

　純資産の部

　Ⅰ　資本金

　　　　設立団体出資金 9,607,200,000

　　　　　資本金合計 9,607,200,000

　Ⅱ　資本剰余金

　　　　資本剰余金 15,345,117

　　　　損益外減価償却累計額 △ 1,150,455,339

　　　　損益外減損損失累計額 △ 105,100

　　　　　資本剰余金合計 △ 1,135,215,322

　Ⅲ　利益剰余金

        目的積立金 23,943,054

　　　　当期未処分利益 87,134,309

        （うち当期総利益） 87,134,309

　　　　　利益剰余金合計 111,077,363

            純資産合計 8,583,062,041

　　　　　　　負債純資産合計 10,030,360,618

( )
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　経常費用

　　業務費

　　　教育経費 266,577,286

　　　研究経費 183,554,767

　　　教育研究支援経費 485,695,856

　　　受託研究費等 97,570,494

　　　受託事業費等 24,017,779

　　　役員人件費 58,457,710

　　　教員人件費 692,748,551

　　　職員人件費 212,483,638 2,021,106,081

　　一般管理費 271,045,370

　　財務費用

　　　支払利息 36,876,446 36,876,446

　　雑損 1,905

　　　　経常費用合計 2,329,029,802

　経常収益

　　運営費交付金収益 1,399,455,780

　　授業料収益 611,589,000

　　入学金収益 90,003,400

　　検定料収益 13,361,000

　　受託研究等収益

　　　国または地方公共団体からの受託研究等収益 6,566,411

　　　国または地方公共団体以外からの受託研究等収益 103,278,462 109,844,873

　　受託事業等収益

　　　国または地方公共団体以外からの受託事業等収益 22,478,182 22,478,182

　　寄附金収益 17,057,108

　　資産見返負債戻入

　　　資産見返運営費交付金等戻入 2,909,298

　　　資産見返寄附金戻入 2,781,838

　　　資産見返物品受贈額戻入 31,102,022 36,793,158

　　財務収益

　　　受取利息 79,249

　　　有価証券利息 36,850 116,099

（単位：円）

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）
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　　雑益

　　　校舎維持管理費負担金 1,386,455

　　　教員住宅使用料一部負担金 23,727,830

　　　科学研究費補助金間接経費収入 10,503,000

　　　大学入試センター試験実施経費収入 3,573,467

　　　その他の雑益 7,709,244 46,899,996

　　　　経常収益合計 2,347,598,596

　　　　　経常利益 18,568,794

　当期純利益 18,568,794

　目的積立金取崩額 68,565,515

　当期総利益 87,134,309
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　Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　原材料，商品またはサービスの購入による支出 △ 709,672,672

　　　　人件費支出 △ 993,022,516

　　　　その他の業務支出 △ 246,913,057

　　　　運営費交付金収入 1,407,649,237

　　　　授業料収入 562,842,050

　　　　入学金収入 89,551,400

　　　　検定料収入 13,361,000

　　　　受託研究等収入 112,782,824

　　　　受託事業等収入 30,376,763

　　　　寄附金収入 35,115,840

        預り科学研究費補助金収支差額 △ 1,637,555

　　　　その他の預り金収支差額 △ 923,146

　　　　その他の業務収入 46,894,937

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 346,405,105

　Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　有形固定資産および無形固定資産の取得による支出 △ 44,728,368

　　　　投資その他の資産の取得による支出 △ 804,000

　　　　定期預金の預入による支出 △ 460,000,000

　　　　定期預金の払戻による収入 460,000,000

　　　　　　　小計 △ 45,532,368

　　　　利息および配当金の受取額 118,619

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 45,413,749

　Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　リース債務の返済による支出 △ 245,876,812

　　　　　　　小計 △ 245,876,812

　　　　利息の支払額 △ 36,972,608

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 282,849,420

　Ⅳ　資金増加額 18,141,936

　Ⅴ　資金期首残高 164,186,802

　Ⅵ　資金期末残高 182,328,738

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

（単位：円）
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　Ⅰ　当期未処分利益 87,134,309

　　　　　当期総利益 87,134,309

　Ⅱ　利益処分額

　　　　　積立金 4,534,525

　　　　　地方独立行政法人法第４０条第３項により

　　　　　設立団体の長の承認を受けた額

　　　　　　教育研究推進・施設設備等整備積立金 82,599,784 87,134,309

利益の処分に関する書類

第３期事業年度

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

（単位：円）
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　Ⅰ　業務費用

　　　（１）損益計算上の費用

　　　　　　　業務費 2,021,106,081

　　　　　　　一般管理費 271,045,370

　　　　　　　財務費用 36,876,446

　　　　　　　雑損 1,905 2,329,029,802

　　　（２）（控除）自己収入等

　　　　　　　授業料収益 △ 611,589,000

　　　　　　　入学金収益 △ 90,003,400

　　　　　　　検定料収益 △ 13,361,000

　　　　　　　受託研究等収益 △ 109,844,873

　　　　　　　受託事業等収益 △ 22,478,182

　　　　　　　寄附金収益 △ 17,057,108

　　　　　　　資産見返運営費交付金等戻入（授業料） △ 1,945,860

　　　　　　　資産見返寄附金戻入 △ 2,781,838

　　　　　　　財務収益 △ 116,099

　　　　　　　雑益 △ 36,396,996 △ 905,574,356

　　　　　業務費用合計 1,423,455,446

　Ⅱ　損益外減価償却等相当額 383,485,113

　Ⅲ　損益外減損損失相当額 0

　Ⅳ　引当外賞与増加見積額 △ 472,174

　Ⅴ　引当外退職給付増加見積額 17,334,693

　Ⅵ　機会費用

　　　　国または地方公共団体財産の無償または

　　　　減額された使用料による貸借取引の機会費用 0

　　　　地方公共団体出資の機会費用 108,761,220 108,761,220

　Ⅶ　行政サービス実施コスト 1,932,564,298

（注）地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

　　　　新発１０年国債の平成２３年３月末利回りを参考に１．２５５％で計算しています。

（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）
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Ⅰ　重要な会計方針

　１　運営費交付金収益および授業料収益の計上基準

　　　期間進行基準を採用しています。

　　　なお，運営費交付金について，函館圏公立大学広域連合から研究資金管理基金の残額

　　を引き継いだ分および退職一時金については，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基準としています。主な資産の耐用

　　　年数は以下のとおりです。

　　　　建物　　　　　　　　１５年　～　４７年

　　　　構築物　　　　　　　１２年　～　２０年

　　　　工具器具備品　　　　　４年　～　１５年

　　　　ただし，リース資産については，リース期間を耐用年数とする定額法によっていま

　　　す。また，受託研究等収入で購入した償却資産については，受託研究期間で償却して

　　　おります。なお，特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第８４）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，ソフトウェアについては，法人内における利用可能期間（５年）に基づいて

　　　います。

　３　賞与に係る引当金および見積額の計上基準

　　　賞与については，翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため，賞与引当

　　金は計上していません。

　　　なお，行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は，当期末の引

　　当外賞与見積額から，前期末の同見積額を控除した額を計上しています。

注　　記　　事　　項
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　４　退職給付に係る引当金および見積額の計上基準

　　　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，行政サービス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，事業年

　　度末に在職する役員および教職員について，当期末の自己都合要支給額から前期末の自

　　己都合要支給額を控除した額から，退職者に係る前期末の自己都合要支給額を控除して

　　計算しています。

　５　行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

　　　地方公共団体出資の機会費用の計算にあたっては，新発１０年国債の平成２３年３月

　　末利回りを参考に１．２５５％で計算しています。

　６　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。

　７　消費税等の会計処理

　　　消費税および地方消費税の会計処理は，税込方式によっています。

Ⅱ　重要な会計方針の変更について

　１　改訂後の地方独立行政法人会計基準の適用

　　　平成２３年３月３１日に「地方独立行政法人会計基準」および「地方独立行政法人

　　会計基準注解」が改訂されていますが，改訂後の「地方独立行政法人会計基準」およ

　　び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成２３年３月３１日　総務省告示　

　　第１２４号改訂）のうち第７８の注解５３および注解５４の規定については当事業年

　　度より適用しています。

Ⅲ　貸借対照表関係

　１　運営費交付金から充当されるべき賞与見積額　 　　　　　　58,501,118円

　２　運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額　 　　 　287,098,300円

    （函館市からの派遣職員に対する退職給付見積額は，上記金額から除いています。）
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Ⅳ　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表示科目別の内訳

　　　　平成２３年３月３１日

　　　　　現金及び預金

　　　　　うち定期預金

　　　　　資金期末残高

　２　重要な非資金取引

　（１）現物寄附による受入れ

　　　　　工具器具備品

　　　　　図　　書

　　　　　少額備品

Ⅴ　行政サービス実施コスト計算書関係

　　引当外退職給付増加見積額には，函館市からの派遣職員に係る金額 2,222,007円が含ま

　れています。

Ⅵ　減損会計について

　　該当事項はありません。

Ⅶ　重要な債務負担行為

　　該当事項はありません。

16,618,905円

   9,778,575円

342,328,738円

182,328,738円

△ 160,000,000円

   1,168,599円

    5,671,731円
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Ⅷ　金融商品に関する事項

　１　金融商品の状況に関する事項

　　　資金運用については，預金，国債等に限定しています。

　　　期日末において有価証券は保有しておらず，また，預金については全て元本及び利息

　　が保証されており，保有に伴うリスクはありません。

　２　金融商品の時価等に関する事項

　　　期日末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。

　　　　(注)負債に計上されているものは，（　）で示しております。

　　　(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券等に関する事項

      (1) 現金及び預金について

　　　　　現金及び預金は短期間で決済されるため，時価は帳簿価格にほぼ等しいことから，

　　　　当該帳簿価格によっています。

      (2) 長期リース債務，(3) 未払金について

　　　　　これらの時価のうち，リース債務については割引現在価値法により算定しており

　　　　ます。それ以外についての時価については帳簿価格にほぼ等しいことから，当該帳

　　　　簿価格によっています。

Ⅸ　賃貸等不動産の時価等に関する事項

　　該当事項はありません。

Ⅹ　重要な後発事象

　　該当事項はありません。

Ⅺ　財務諸表の表示単位

　　すべて円単位により表示しています。

（単位：円）

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

(1)現金及び預金 342,328,738 342,328,738 －

(2)長期リース債務 (475,108,441) (491,110,147) △ 16,001,706

(3)未払金 (424,863,356) (449,396,779) △ 24,533,423

　　 リース債務 (256,133,731) (280,667,154) △ 24,533,423

　　 その他の未払金 (168,729,625) (168,729,625) －
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附　属　明　細　書



１　固定資産の取得および処分ならびに減価償却費（「第８４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。）並びに減損損失の明細

　　
差　     　引

当期償却額
当期

損益内
当期

損益外
当期末残高

有形固定資産 建物 7,717,300,000 － － 7,717,300,000 1,150,455,339 383,485,113 － － － 6,566,844,661

（特定償却資産） 計 7,717,300,000 － － 7,717,300,000 1,150,455,339 383,485,113 － － － 6,566,844,661

有形固定資産 構築物 16,459,709 － － 16,459,709 4,259,073 1,419,691 － － － 12,200,636

（特定償却 工具器具備品 1,545,572,792 24,159,375 64,247,847 1,505,484,320 701,319,913 294,147,916 － － － 804,164,407

       資産以外） 図書 369,232,587 13,989,594 4,697,133 378,525,048 － － － － － 378,525,048

計 1,931,265,088 38,148,969 68,944,980 1,900,469,077 705,578,986 295,567,607 － － － 1,194,890,091

非償却資産 土地 1,889,900,000 － － 1,889,900,000 － － － － － 1,889,900,000

美術品・収蔵品 9,864,417 － － 9,864,417 － － － － － 9,864,417

計 1,899,764,417 － － 1,899,764,417 － － － － － 1,899,764,417

有形固定資産の 土地 1,889,900,000 － － 1,889,900,000 － － － － － 1,889,900,000

合計 建物 7,717,300,000 － － 7,717,300,000 1,150,455,339 383,485,113 － － － 6,566,844,661

構築物 16,459,709 － － 16,459,709 4,259,073 1,419,691 － － － 12,200,636

工具器具備品 1,545,572,792 24,159,375 64,247,847 1,505,484,320 701,319,913 294,147,916 － － － 804,164,407

図書 369,232,587 13,989,594 4,697,133 378,525,048 － － － － － 378,525,048

美術品・収蔵品 9,864,417 － － 9,864,417 － － － － － 9,864,417

計 11,548,329,505 38,148,969 68,944,980 11,517,533,494 1,856,034,325 679,052,720 － － － 9,661,499,169

無形固定資産 ソフトウェア 5,537,079 839,475 － 6,376,554 3,117,261 1,141,998 － － － 3,259,293

特許権仮勘定 1,536,212 859,782 － 2,395,994 － － － － － 2,395,994

電話加入権 107,100 － － 107,100 － － 105,100 － － 2,000

計 7,180,391 1,699,257 － 8,879,648 3,117,261 1,141,998 105,100 － － 5,657,287

投資その他の 長期前払費用 － 19,517 － 19,517 － － － － － 19,517

資産 敷金・保証金 10,384,477 994,000 6,004,877 5,373,600 － － － － － 5,373,600

計 10,384,477 1,013,517 6,004,877 5,393,117 － － － － － 5,393,117

(単位：円）

当期減少額資産の種類 期首残高 当期増加額 期末残高

減価償却累計額

摘　要

減損損失累計額
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２　たな卸資産の明細

　　該当事項はありません。

３　無償使用財産等の明細

　　該当事項はありません。

４　ＰＦＩの明細

　　該当事項はありません。

５　有価証券の明細

　　該当事項はありません。

６　出資金の明細

　　該当事項はありません。

７　長期貸付金の明細

　　該当事項はありません。

８　長期借入金の明細

　　該当事項はありません。

９　引当金の明細

　　該当事項はありません。

１０　保証債務の明細

　　該当事項はありません。

- 13 -



１１　資本金および資本剰余金の明細

１２　積立金等の明細および目的積立金の取崩しの明細

（１）積立金等の明細

（２）目的積立金の取崩しの明細

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

資本金 設立団体出資金 9,607,200,000 － － 9,607,200,000

9,607,200,000 － － 9,607,200,000

資本剰余金

1,384,100 994,000 275,000 2,103,100

18,971,894 － 5,729,877 13,242,017

20,355,994 994,000 6,004,877 15,345,117

766,970,226 383,485,113 － 1,150,455,339

105,100 － － 105,100

△ 746,719,332 △ 382,491,113 6,004,877 △ 1,135,215,322

（単位：円）

計

損益外減価償却累計額

差引計

区　　　　　分

計

資本剰余金

　 無償譲与

　 運営費交付金

損益外減損損失累計額

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

23,943,054

（単位：円）

区　　　　　分

　教育研究推進・施設設備

　等整備積立金

　目的積立金 23,073,615 69,434,954 68,565,515

（注2）当期減少額は，　教育研究の質の向上にかかる費用の支出のため目的積立金を取り崩したことによる減少であります。

（注1）当期増加額は，平成21事業年度の利益処分額を計上しております。

（単位：円）

区　　　　　分 金　　額 摘　　要

68,565,515　目的積立金取崩額
　等整備積立金

　教育研究推進・施設設備
　費用の支出
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１３　運営費交付金債務および運営費交付金収益の明細

（１）運営費交付金債務

（２）運営費交付金収益

１４　運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細

（１）施設費の明細

　　該当事項はありません。

（２）補助金等の明細

　　該当事項はありません。

（単位：円）

業務等区分 平成２１年度交付分 平成２２年度交付分 合　計

期間進行基準 － 1,342,648,224 1,342,648,224

費用進行基準 9,217,768 47,589,788 56,807,556

合　計 9,217,768 1,390,238,012 1,399,455,780

交付年度 期首残高 期末残高

平成２０年度 14,430,000 － － － － 5,650,000 5,650,000 8,780,000

平成２１年度 9,217,768 － 9,217,768 － － － 9,217,768 －

平成２2年度 － 1,407,649,237 1,390,238,012 8,672,013 994,000 － 1,399,904,025 7,745,212

計 23,647,768 1,407,649,237 1,399,455,780 8,672,013 994,000 5,650,000 1,414,771,793 16,525,212

（注）平成20年度の「その他」は，函館圏公立大学広域連合から措置された，奨学寄附金相当額のうち他大学への移管分です。

（単位：円）

交付金
当期交付額

当期振替額

運営費交
付金収益

資産見返運
営費交付金

資本剰余金 小計その他
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１５　役員および教職員の給与の明細

（注１）　役員に対する報酬等の支給基準

　　　　  公立大学法人公立はこだて未来大学役員報酬規程および公立大学法人公立はこだて未来大学役員退職手当

       規程に基づき支給しています。

（注２）　教職員に対する給与および退職手当の支給基準

　　　　  公立大学法人公立はこだて未来大学職員給与規程，公立大学法人公立はこだて未来大学職員退職手当規程，公

       立大学法人公立はこだて未来大学非常勤講師就業規則，公立大学法人公立はこだて未来大学契約職員就業規則

       および公立大学法人公立はこだて未来大学臨時契約職員就業規則等に基づき支給しています。

（注３）　役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は，年間平均支給人員数を記載しています。

（注４）　上記の支給額には，法定福利費は含まれていません。

（注５）　上記の支給額には，受託研究費等および受託事業費等による人件費は含まれていません。

１６　開示すべきセグメント情報

　　該当事項はありません。

支給額 支給人員 支給額 支給人員

常　 勤 49,869,764 4 － －

役 　員 非常勤 250,000 1 － －

計 50,119,764 5 － －

常　 勤 690,274,990 104 47,589,788 4

教職員 非常勤 27,646,762 59 － －

計 717,921,752 163 47,589,788 4

常　 勤 740,144,754 108 47,589,788 4

合 　計 非常勤 27,896,762 60 － －

計 768,041,516 168 47,589,788 4

（単位：円，人）

報酬または給与 退職給付
区　　　　分

- 16 -



１７　業務費および一般管理費の明細

（単位：円）

　　　　教育経費

　　　　　　 　　消耗品費 22,572,045

　　　　　　 　　備品費 4,376,410

　　　　　　 　　印刷製本費 8,536,800

　　　　　　　 　水道光熱費 36,450,744

　　　　　　　　 旅費交通費 19,994,748

　　　　　　　　 通信運搬費 5,098,093

　　　　　　　 　賃借料 5,562,519

　　　　　　 　　車輌燃料費 35,953

　　　　　　　 　修繕費 134,960

　　　　　　 　　損害保険料 51,680

　　　　　　 　　広告宣伝費 7,265,409

　　　　　　 　　諸会費 1,525,033

　　　　　　　 　会議費 687,999

　　　　　　　 　報酬 8,110,975

　　　　　　　 　業務委託料 81,139,136

　　　　　　　 　手数料 3,543,553

　　　　　　 　　奨学費 57,958,450

　　　　　　 　　減価償却費 2,007,180

　　　　　　 　　医薬材料費 25,599

　　　　　　 　　雑費 1,500,000 266,577,286

　　　　研究経費

　　　　　　 　　消耗品費 35,095,827

　　　　　　 　　備品費 20,732,288

　　　　　　 　　印刷製本費 1,819,479

　　　　　　　 　水道光熱費 8,860,074

　　　　　　　　 旅費交通費 56,455,332

　　　　　　　　 通信運搬費 2,709,973

　　　　　　　 　賃借料 2,535,174

　　　　　　 　　車輌燃料費 27,897

　　　　　　 　　保守費 314,475

　　　　　　　 　修繕費 614,860

　　　　　　　 　損害保険料 4,800

　　　　　　 　　諸会費 6,702,660

　　　　　　　 　報酬 15,570,443

　　　　　　　 　業務委託料 14,044,598

　　　　　　　 　手数料 3,360,044

　　　　　　 　　減価償却費 14,565,643

　　　　　　 　　租税公課 141,200 183,554,767

　　　　教育研究支援経費

　　　　　　 　　消耗品費 14,837,539

　　　　　　 　　備品費 4,157,653

　　　　　　 　　印刷製本費 2,095,810

　　　　　　　 　水道光熱費 2,306,912

　　　　　　　　 旅費交通費 2,280,692

　　　　　　　　 通信運搬費 35,784,100

　　　　　　　 　賃借料 4,383,869

　　　　　　　 　保守費 81,992,400

　　　　　　　 　修繕費 1,310,410

　　　　　　 　　諸会費 270,200

　　　　　　　 　会議費 440,000

　　　　　　　 　報酬 1,497,055

　　　　　　　 　業務委託料 92,486,916

　　　　　　　 　手数料 2,336,946

　　　　　　 　　減価償却費 233,757,049

　　　　　　 　　図書費 4,697,133

　　　　　　　 　支払リース料 1,061,172 485,695,856
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　　　　受託研究費等

　　　　　　 　　消耗品費 14,312,225

　　　　　　 　　備品費 3,786,582

　　　　　　 　　印刷製本費 133,475

　　　　　　　　 旅費交通費 17,928,829

　　　　　　　　 通信運搬費 2,187,917

　　　　　　　 　賃借料 6,910,733

　　　　　　 　　車輌燃料費 26,269

　　　　　　　 　修繕費 288,823

　　　　　　 　　諸会費 1,286,629

　　　　　　　 　報酬 2,301,840

　　　　　　　 　業務委託料 3,360,840

　　　　　　　 　手数料 16,881,798

　　　　　　 　　給料等 13,625,169

　　　　　　 　　通勤手当 610,180

　　　　　　 　　賞与 3,574,750

　　　　　　 　　法定福利費 2,305,150

　　　　　　 　　減価償却費 7,873,205

　　　　　　 　　租税公課 176,080 97,570,494

　　　　受託事業費等

　　　　　　 　　消耗品費 398,345

　　　　　　 　　備品費 1,145,900

　　　　　　 　　印刷製本費 275,100

　　　　　　　　 旅費交通費 1,553,121

　　　　　　　　 通信運搬費 1,370

　　　　　　　 　賃借料 1,701,989

　　　　　　　 　損害保険料 19,460

　　　　　　　 　会議費 113,400

　　　　　　　 　報酬 1,660,745

　　　　　　　 　業務委託料 5,062,919

　　　　　　　 　手数料 461,510

　　　　　　 　　給料等 6,511,528

　　　　　　 　　通勤手当 214,920

　　　　　　 　　賞与 1,699,290

　　　　　　 　　法定福利費 1,031,711

　　　　　　 　　減価償却費 1,816,774

　　　　　　 　　租税公課 349,697 24,017,779

　　　　役員人件費

　　　　　　　 　常勤役員人件費

　　　　　　 　　　　　 　報酬 35,870,456

　　　　　　　 　　　　　 通勤手当 553,920

　　　　　　 　　　　　　 賞与 13,445,388

　　　　　　　 　　　　　 法定福利費 8,337,946 58,207,710

　　　　　　　 　非常勤役員人件費

　　　　　　 　　　　　 　報酬 250,000 250,000 58,457,710

　　　　教員人件費

　　　　　　　　 常勤教員人件費

　　　　　　　 　　　　　 給料等 378,217,539

　　　　　　 　　　　　　 通勤手当 4,509,830

　　　　　　 　　　　　　 賞与 129,774,741

　　　　　　 　　　　　　 退職給付費用 47,589,788

　　　　　　 　　　　　　 法定福利費 115,859,204 675,951,102

　　　　　　　 　非常勤教員人件費

　　　　　　 　　　　　　 給料等 16,742,590

　　　　　　 　　　　　　 法定福利費 54,859 16,797,449 692,748,551

　　　　職員人件費

　　　　　　 　　常勤職員人件費

　　　　　　 　　　　　　 給料等 137,719,290

　　　　　　　 　　　　　 通勤手当 2,676,384

　　　　　　　 　　　　　 賞与 37,377,206
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　　　　　　　 　　　　　 法定福利費 22,285,644 200,058,524

　　　　　　　　 非常勤職員人件費

　　　　　　 　　　　　　 給料等 8,182,162

　　　　　　 　　　　　　 通勤手当 258,000

　　　　　　　 　　　　　 賞与 2,464,010

　　　　　　 　　　　　　 法定福利費 1,520,942 12,425,114 212,483,638

　　　　一般管理費

　　　　　　 　　消耗品費 5,751,203

　　　　　　 　　備品費 2,854,200

　　　　　　 　　印刷製本費 505,050

　　　　　　　 　水道光熱費 29,162,519

　　　　　　　　 旅費交通費 8,157,256

　　　　　　　　 通信運搬費 3,252,422

　　　　　　　 　賃借料 70,524,466

　　　　　　 　　車輌燃料費 200,937

　　　　　　 　　福利厚生費 1,060,319

　　　　　　　 　保守費 30,967,341

　　　　　　　 　修繕費 6,287,934

　　　　　　　 　損害保険料 850,373

　　　　　　 　　広告宣伝費 207,700

　　　　　　 　　諸会費 806,104

　　　　　　　 　会議費 145,530

　　　　　　　 　報酬 81,600

　　　　　　　 　業務委託料 68,306,959

　　　　　　　 　手数料 2,956,580

　　　　　　 　　減価償却費 36,689,754

　　　　　　 　　租税公課 2,117,123

　　　　　　 　　雑費 160,000 271,045,370

　　　　業務費および一般管理費合計 2,292,151,451
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１８　寄附金の明細

（注）　当期受入のうち 349件， 16,618,905円は，現物寄附によるものです。

１９　受託研究の明細

２０　共同研究の明細

２１　受託事業の明細

２２　共同事業の明細

（単位：円）

期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

1,000,000 103,481,383 101,477,873 3,003,510

1,000,000 103,481,383 101,477,873 3,003,510計

区　　分

平成２２年度

（単位：円）

期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

0 8,867,000 8,367,000 500,000

0 8,867,000 8,367,000 500,000計

区　　分

平成２２年度

（単位：円）

期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

0 14,486,728 14,486,728 0

0 14,486,728 14,486,728 0

区　　分

平成２２年度

計

（単位：円）

期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

0 7,991,454 7,991,454 0

0 7,991,454 7,991,454 0計

区　　分

平成２２年度

（単位：円，件）

当期受入額 件　数

51,734,745 401

51,734,745 401

区　　分

平成２２年度

計

摘　　　　　要
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２３　科学研究費補助金の明細

（注１）　当期受入額欄の下段には，間接経費相当額を記載し，上段の括弧内に直接経費

　　　 相当額を外数で記載しています。

（注２）　分担金分を含めて記載しています。

２４　上記以外の主な資産および負債の明細

（１）現金及び預金の明細

（単位：円，件）

当期受入額 件数 摘　　　要

(1,000,000)  文部科学省

－

(4,400,000)  文部科学省

1,320,000

(3,500,000)  独立行政法人

1,050,000  日本学術振興会

(15,010,000)  独立行政法人

4,503,000  日本学術振興会

(8,200,000)  独立行政法人

2,460,000  日本学術振興会

(4,700,000)  独立行政法人

－  日本学術振興会

(2,100,000)  文部科学省

630,000

(1,800,000)  独立行政法人

540,000  日本学術振興会

(40,710,000)

10,503,000

種　　目

　基盤研究Ｃ

  特定領域研究

  基盤研究Ｓ

1

2

9

　基盤研究Ｂ 9

  新学術領域研究 1

　挑戦的萌芽研究 4

30

　学術創生研究

計

　若手研究Ｂ 3

1

（単位：円）

金　　　額 摘　　　要

5,000

182,323,738

160,000,000

342,328,738

区　　　分

小　口　現　金

定  期　預　金

計

普　通　預　金
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（２）資産見返物品受贈額の明細

（３）未払金の明細

２５　関連公益法人等の明細

　　該当事項はありません。

（単位：円）

金　　　額 摘　　　要

43,913,273

264,801,240

61,289,268

30,468,723

24,390,852

424,863,356

区　　　分

計

人件費に係る未払金

その他の未払金

リースに係る未払金

委託に係る未払金

物品購入に係る未払金

（単位：円）

金　　　額 摘　　　要

12,200,636

59,549,130

329,751,333

1,136,594

402,637,693計

図　  　　書

ソフトウェア

工具器具備品

区　　　分

構 　築 　物
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