
平成１６年度決算について

岐阜大学は、平成１６年度の財務諸表及び決算報告書を文部科学大臣に提出

し、その承認を８月２９日に受けました。この決算は、本学が国立大学法人と

なりまして初めてのものであり、その作成にあたりましては、独立行政法人会

計基準を基礎とし、さらに国立大学の特性も踏まえた国立大学法人会計基準に

より作成しております。

この財務諸表を見ますと、貸借対照表では平成１６年度における資産合計が

約１千３５６億円、負債合計が約８１４億円及び資本合計が約５４２億円とな

っております。また、損益計算書では経常収益合計が約３０１億円、経常費用

合計が約３１５億円となっており、臨時利益と臨時損失を加えても約１３億円

の当期純損失となっておりますが、これは、経常収益が計画に沿って順調に推

移したにもかかわらず、経常費用に含まれている減価償却費が極めて多いこと

により生じたものです。具体的には平成１６年度に新設された附属病院の建物

等の減価償却費が当期においては約５３億円（経常費用に占める割合は約１７

％）と多く、これを通常の附属病院収益等の経常収益をもって補うことができ

ないことによります。

このため、平成１７年度以降における運営においては、さらに附属病院収益

等の増収に努めるとともに、一層の経営体質のロ－コスト化などに取り組むこ

とにより改善を図って参りたいと考えております。

今後、岐阜大学の財務運営におきましては、毎年、運営費交付金に一定の効

率化係数が掛かり減額されていく極めて厳しい状況が予想されますが、岐阜大

学における教育研究水準の維持と更なる充実・発展のために、財政基盤の一層

の強化に努めて参りますので、皆様方の幅広いご支援とご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。

平成１７年８月２９日

国立大学法人岐阜大学長 黒木 登志夫
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平成１７年８月２９日

国立大学法人岐阜大学の平成１６事業年度財務諸表の概要について

１．国立大学法人岐阜大学の財務諸表

国立大学法人岐阜大学は、財政状態や運営状況に関する説明責任を果

たすとともに、自己の状況を客観的に把握する観点から、上場企業と同

様の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分（損失の処理）に

関する書類、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コス

ト計算書）を作成及び公表することが義務付けられております。

この財務諸表については、事業年度の終了後３月以内に文部科学大臣

に提出することとされておりますが、提出にあたっては、監事の監査

のほか会計監査人（公認会計士）の監査を受けることが義務付けられ

ております。

このようにして本学から提出期限である６月末までに提出された財務

諸表は、文部科学大臣が国立大学法人評価委員会の意見を聴いたうえ

で承認を行うこととされておりますが、先般、この国立大学法人評価委

、 、 、員会が開催され 特段 本学の財務諸表に意見がありませんでしたので

今般、文部科学大臣の承認を受けました。

２．国立大学法人会計基準の特徴

国立大学法人岐阜大学の財務諸表は、国立大学法人会計基準及び国立大学法

人会計基準注解、並びに国立大学法人会計基準に関する実務指針（以下「会計

基準等」という ）に従って作成しています。。

国立大学法人会計基準は、企業会計原則を原則としつつ、独立行政法人会計

基準を基礎として、国立大学法人の主たる業務内容が教育・研究であること、

学生納付金や附属病院収入等の固有多額の収入を有すること、国立大学法人間

における一定の統一的取り扱いが必要とされることなどの特性に配慮して、必

要な修正を行ったものであり、基本的な取り扱いは独立行政法人会計基準と共

通しております。

企業会計には無い主要表としては、国立大学法人等業務実施コスト計算書が

ありますが、これは独立行政法人会計基準における行政サービス実施コスト計

算書と同様、国立大学法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられる現在及

び将来のコストを表示するものであり、損益計算の対象とはならない国からの
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無償借り受け資産の賃料相当額などを機会費用として加える一方で、国民の直

接の負担とはならない学生納付金等の自己収入を除いて算定するものです。

また、主要表の表示に関し、国立大学法人に特徴的なものとして、損益計算

書において業務費を教育・研究・診療などの目的別に区分していることなどが

あります。

３．平成１６年度決算の概要

（１）貸借対照表

（資産の部）

資産の総額は１千３５５億９千万円であり、うち土地・建物・研究機器等が

１千２１９億４千万円、教育研究用の図書が４９億９千万円、現金預金が５６

億３千万円となっています。

（負債の部）

負債の総額は８１３億８千万円であり、うち固定負債として償却資産を承継

・取得した場合に当該資産の見返として計上し、減価償却処理により費用が発

生する都度、取り崩して収益化する取り扱いとされる資産見返負債が１０４億

８千万円、国立学校特別会計から独立行政法人国立大学財務・経営センターが

承継した財政投融資資金借入金等のうち、本学が債務を負担することとされた

相当額が５２９億７千万円、長期借入金（産業融資特別会計借入金及び国立大

学法人化後における借入額の合計）相当額が４１億１千万円、また、流動負債

として退職給付の未執行額である運営費交付金債務が４億９千万円、未執行の

寄附金である寄附金債務が２０億８千万円となっています。

（資本の部）

資本の部の総額は５４２億１千万円であり、資本金（国からの出資金）が５

３０億円、資本剰余金が４０億６千万円であり、当期未処理損失が１３億円と

なっています。

資本金は、出資対象財産の評価額から国から承継した借入金を差し引いた差

額として算定する仕組みとしたため、全額について現物出資となります。

国から出資された教育・研究用の建物等については、減価償却費に見合う収

益の獲得が見込めないことから、減価償却処理を損益計算に反映させず、資本

剰余金から控除する取り扱いとしておりますが、その損益外減価償却累計額が

１５億５千万円となっています。
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（２）損益計算書

（経常費用）

経常費用の総額は３１４億９千万円であり、業務費については、支出の目的

に応じて表示する方法によっております。人件費を除く教育経費は、１１億２

千万円、研究経費は１３億５千万円、診療経費は９１億２千万円、人件費は１

５６億８千万円となっています。

（経常収益）

経常収益の総額は３００億７千万円であり、運営費交付金収益が１２５億８

千万円、学生納付金収益が４４億９千万円、附属病院収益が９８億２千万円、

受託研究等収益が７億８千万円です。また、資産見返負債戻入が１４億５千万

円計上されており、これは、運営費交付金、授業料、寄附金及び国から承継さ

れた物品等の償却資産について、取得に際し、その同額を取得財源から貸借対

照表の負債に振り替え、当該資産の減価償却処理を行う都度、その同額を取り

崩しのうえ収益化し、損益に影響させない独立行政法人や国立大学法人特有の

会計処理によるものです。

なお、附属病院に係る診療機器や建物などの減価償却費相当額については、

原則として減価に見合う附属病院収益の獲得があることを前提としていますの

で、資産見返負債戻入の会計処理の適用がありません。

（臨時損益）

臨時損失は５億４千万円、臨時収益は６億６千万円であり、臨時利益は１億

２千万円となっています。

当期総損失）（

当期総損失は１３億円となっています。これは、基本的には、官庁会計から

企業会計に変更になったことなど会計ルールの変更により発生したものです。

具体的には、当期においては経常収益が計画に沿って順調に推移したにもかか

わらず、経常費用に含まれる附属病院の建物等の減価償却費が約５３億円（経

常費用に占める割合は１７％）と一時的に極めて多いことによります。

（３）その他主要表

（キャッシュ・フロー計算書）

業務活動によるキャッシュ・フローが９２億２千万円、投資活動によるキャ
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ッシュ・フローが１２億８千万円、財務活動によるキャッシュ・フローが２３

億１千万円となっており、また、期末資金残高は５６億３千万円となっていま

す。

（国立大学法人等業務実施コスト計算書）

、 。国民の負担に帰すべき実質的なコストは １８５億７千万円となっています

この額は、損益計算書を基礎としつつ、納税者たる国民の負担とはならない自

、 。己収入等を控除し 損益外処理や機会費用について加算して算定しております



財　務　諸　表

第１期事業年度

自　平成１６年４月 １ 日

至　平成１７年３月３１日

国立大学法人　岐阜大学
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（単位：千円）

資産の部

Ⅰ 固定資産

１ 有形固定資産

土地 43,610,640

建物 65,512,703

減価償却累計額 3,024,980 62,487,723

構築物 2,210,106

減価償却累計額 138,346 2,071,760

機械装置 48,870

減価償却累計額 10,704 38,165

工具器具備品 17,307,588

減価償却累計額 3,574,619 13,732,968

図書 4,985,041

美術品・収蔵品 12,322

船舶 972

減価償却累計額 329 642

車両運搬具 188,863

減価償却累計額 47,813 141,050

建設仮勘定 439,950

その他 0

減価償却累計額 － 0

有形固定資産合計 127,520,265

２ 無形固定資産

ソフトウェア 67,766

その他 2,795

無形固定資産合計 70,561

３ 投資その他の資産

長期前払費用 8,460

その他 47

投資その他の資産合計 8,507

固定資産合計 127,599,333

Ⅱ 流動資産

現金及び預金 5,632,552

未収学生納付金収入 55,048

未収附属病院収入 2,125,799

徴収不能引当金 △ 114,359 2,011,440

未収入金 5,948

たな卸資産 7,218

医薬品及び診療材料 271,037

前払費用 6,554

その他 5,466

流動資産合計 7,995,267

　　資産合計 135,594,601

貸　借　対　照　表
　　　　（平成１７年３月３１日現在）

1



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 1,347,890

資産見返寄附金 246,987

資産見返物品受贈額 8,446,498

建設仮勘定見返施設費 385,665

建設仮勘定見返寄付金 54,285 10,481,327

国立大学財務・経営センター

債務負担金 52,973,772

長期借入金 4,105,102

退職給付引当金 13,468

長期リース債務 1,507,530

長期ＰＦＩ債務 1,757,581

固定負債合計 70,838,782

Ⅱ 流動負債

運営費交付金債務 488,149

寄附金債務 2,083,057

前受受託研究費等 143,406

前受金 524,887

リース債務 617,240

ＰＦＩ債務 117,934

預り科学研究費補助金等 16,175

預り金 53,953

一年以内償還予定国立大学財務

・経営センター債務負担金 1,923,924

一年以内償還予定長期借入金 1,993,488

未払金 1,851,753

未払費用 697,672

未払消費税等 833

承継剰余金債務 32,846

流動負債合計 10,545,324

　　負債合計 81,384,106

資本の部

Ⅰ 資本金

政府出資金 52,997,477

資本金合計 52,997,477

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 4,059,510

損益外減価償却累計額（△） △ 1,550,100

資本剰余金合計 2,509,410

Ⅲ 繰越欠損金

当期未処理損失（△） △ 1,296,392

（うち当期総損失（△）　△1,296,392）

繰越欠損金合計 △ 1,296,392

　　資本合計 54,210,495

　　負債資本合計 135,594,601
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経常費用

業務費

教育経費 1,120,566

研究経費 1,350,541

診療経費 9,118,782

教育研究支援経費 644,087

受託研究費 777,549

受託事業費 13,611

役員人件費 92,587

教員人件費 9,087,950

職員人件費 6,495,372 28,701,049

一般管理費 1,881,582

財務費用

支払利息 902,492

為替差損 14 902,506

経常費用合計 31,485,139

経常収益

運営費交付金収益 12,583,960

授業料収益 3,772,649

入学金収益 575,811

検定料収益 140,522

附属病院収益 9,815,907

受託研究等収益

123,176

他の主体からの受託研究収益 654,373 777,549

受託事業等収益

9,337

他の主体からの受託事業収益 4,273 13,611

寄附金収益 674,969

施設費収益 25,791

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 25,738

資産見返寄附金戻入 23,221

資産見返物品受贈額戻入 1,397,552 1,446,512

財務収益

受取利息 7

雑益

財産貸付料収入 56,298

家畜病院収入 52,289

農場及び演習林収入 15,394

研究関連収入 80,103

その他 35,409 239,495

経常収益合計 30,066,788

経常損失（△） △ 1,418,350

臨時損失

承継消耗品費 428,409

徴収不能引当金繰入額 77,159

支払利息 30,640

診療過誤納返納額 2,541

退職給付費用 3,531

その他 705 542,987

臨時利益

物品受贈益 428,409

　 債権受贈益 235,848

固定資産売却益 166

その他 520 664,945

当期純損失（△） △ 1,296,392

当期総損失（△） △ 1,296,392

国又は地方公共団体からの受託事業収益

損　益　計　算　書
(自　平成１６年４月１日　至　平成１７年３月３１日）

（単位：千円）

国又は地方公共団体からの受託研究収益
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Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

人件費支出 △ 15,097,064

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 8,002,047

科学研究費補助金等による支出 △ 1,284,331

運営費交付金収入 14,365,855

授業料収入 3,662,954

入学金収入 554,744

検定料収入 140,522

附属病院収入 9,402,549

受託研究等収入 920,150

受託事業等収入 9,882

寄附金収入 2,943,260

その他収入 304,128

科学研究費補助金等による収入 1,302,783

業務活動によるキャッシュ・フロー 9,223,387

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 △ 3,409,851

有形固定資産の売却による収入 906

施設費による収入 2,130,168

　　　　　小　　計 △ 1,278,777

利息の受取額 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,278,770

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 118,125

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 △ 782,650

リース債務の返済による支出 △ 573,093

ＰＦＩ債務の返済による支出 △ 172,873

　　　　　小　　計 △ 1,410,492

利息の支払額 △ 901,571

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,312,063

Ⅳ 資金増加額 5,632,552

Ⅴ 資金期首残高 －

Ⅵ 資金期末残高 5,632,552

キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日）

（単位：千円）
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　Ⅰ　当期未処理損失 1,296,392,597

当期総損失 1,296,392,597

　Ⅱ　損失処理額

　Ⅲ　次期繰越欠損金 1,296,392,597

損失の処理に関する書類

　　（単位：円）
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（単位：千円）

Ⅰ 業務費用

損益計算上の費用

業務費 28,701,049

一般管理費 1,881,582

財務費用 902,506

臨時損失 542,987 32,028,126

（控除）自己収入等

　　授業料収益 △ 3,772,649

　　入学料収益 △ 575,811

検定料収益 △ 140,522

附属病院収益 △ 9,815,907

受託研究等収益 △ 777,549

受託事業等収益 △ 13,611

寄附金収益 △ 674,969

資産見返授業料戻入 △ 4,008

資産見返寄附金戻入 △ 23,221

財務収益 △ 7

財産貸付料収入 △ 56,298

家畜病院収入 △ 52,289

農場及び演習林収入 △ 15,394

研究関連収入 △ 80,103

その他 △ 35,409

固定資産売却益 △ 166 △ 16,037,919

業務費用合計 15,990,206

Ⅱ 損益外減価償却相当額 1,550,100

Ⅲ 引当外退職給付増加見積額 182,557

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 24,192

政府出資等の機会費用 738,523

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 79,748 842,463

Ⅴ 国立大学法人等業務実施コスト 18,565,328

（２）

国立大学法人等業務実施コスト計算書
（自　平成１６年４月１日　至　平成１７年３月３１日）

（１）
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注  記  事  項 
 

（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 

  期間進行基準を採用している。 

  なお、運営費交付金により財源措置される退職一時金については費用進行基準を採用している。 

 

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る。 

   主な資産の耐用年数は以下のとおりである。 

     建物     2～47 年  

     機械装置   4～14 年 

     工具器具備品 2～20 年 

   また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第 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表示している。 

（２）無形固定資産 

   定額法を採用している。 

   なお、法人内利用の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）に基づいている。 

 

３．引当金の計上基準 

（１）退職給付引当金 

  退職一時金のうち，運営費交付金により財源措置される役員及び職員については、退職給付引当金は計上

していない。また、運営費交付金以外により財源措置される職員については、退職給付に備えるため、当該

事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき退職給付引当金を計上している。 

  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 84 第 4項に基

づき計算された退職給付に係る退職給付引当金の当期増加額を計上している。 

 

（２）徴収不能引当金 

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

については個別に徴収不能の可能性により検討し、引当見積額を計上している。 

 

４．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

評価基準  低価法 

評価方法  附属病院に係る医薬品及び診療材料    移動平均法 

      附属病院に係る医薬品及び診療材料以外  終仕入原価法 

ただし、附属病院に係る医薬品及び診療材料については、当分の間、評価方法は 終仕入原価法による。 

 

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。 

 

６．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基準 

（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 

国有財産使用料等相当額を参考に計算している。 

 

（２）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10 年利付国債の決算日利回りを参考に 1.32％で計算している。 
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（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 

10 年利付国債の決算日利回りを参考に 1.32％で計算している。 

 

７．リース取引の会計処理方法 

  リース料総額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る。 

 

８．消費税等の会計処理方法 

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る。 

 

 



（貸借対照表関係）

(1) 担保に供している資産　　　　土地 8,050,000 千円

(2) 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 11,743,604 千円

(3) 債務保証の総額 54,897,698 千円

（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の内訳

　　　現金及び預金 5,632,552 千円

　　　うち定期預金 － 千円

　　　（差引）資金残高 5,632,552 千円

(2) 重要な非資金取引

　①現物出資の受入による資産の取得 114,719,378 千円

　②無償譲与による資産の取得 12,857,581 千円

　③ファイナンス・リースによる資産の取得 2,727,301 千円

　④PFIによる資産の取得 2,048,389 千円

　⑤施設整備資金貸付金償還時補助金の取得 61,086 千円

（国立大学法人等業務実施コスト計算書関係）

引当外退職給付増加見積額のうち国又は地方公共団体からの出向職員分　 27,258 千円

PFI事業による施設整備に係るサービス部分の対価の支払予定額

　一年以内のPFI期間に係る支払予定額 25,909 千円

　一年を超えるPFI期間に係る支払予定額 310,915 千円

336,824 千円

（重要な債務負担行為）

（単位：千円）

平成１７年度 平成１６年度

支出予定額 支出決議済額

複合施設棟新営工事 609,000 365,400 243,600

複合施設棟新営工事（その２） 17,850 11,077 6,773

複合施設棟新営電気設備工事 118,650 71,190 47,460

複合施設棟新営電気設備工事（その２） 893 893 0

複合施設棟新営機械設備工事 159,600 95,760 63,840

複合施設棟新営エレベーター工事 14,700 8,820 5,880

岐阜大学医学部記念会館新営工事 122,850 73,710 49,140

（重要な後発事象）

該当事項はない。

貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び国立大学法人等業務実施コスト計算書の記載

金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

件　　　　　　名 契約済額

（その他）

（PFIに関する注記）
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（１） 固定資産の取得及び処分に並びに減価償却費
（「第８３　特定の償却資産の減価に係る会計処理」による 11
損益外減価償却相当額も含む。）の明細

（２） たな卸資産の明細 12

（３） 無償使用国有財産等の明細 12

（４） ＰＦＩの明細 12

（５） 有価証券の明細 13

（６） 出資金の明細 13

（７） 長期貸付金の明細 13

（８） 借入金の明細 13

（９） 国立大学法人等債の明細 13

  (10)-1 引当金の明細 13

  (10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 13

  (10)-3 退職給付引当金の明細 14

(11) 保証債務の明細 14

(12) 資本及び資本剰余金の明細 14

(13) 積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細 14

(14) 業務費及び一般管理費の明細 15

（15） 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

1　運営費交付金債務 18

2　運営費交付金収益 18

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

1　施設費の明細 18

2　補助金等の明細 18

(17) 役員及び職員の給与の明細 19

(18) 開示すべきセグメント情報 19

(19) 寄附金の明細 20

(20) 受託研究の明細 20

(21) 共同研究の明細 20

(22) 受託事業等の明細 20

(23) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 21

(24) 関連公益法人等の明細 22

※　本附属明細書の記載金額は千円未満を切捨てて表示している。
　　なお、記載金額が単位未満の場合は「０」と表示し、該当金額がない場合は「－」と表示している。

附　属　明　細　書
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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。）の明細

当期償却額

建物 38,098,223 191,544 － 38,289,767 1,793,715 1,793,715 36,496,051

構築物 1,519,268 153,641 9,021 1,663,888 93,869 93,869 1,570,019

機械装置 － 39,763 － 39,763 9,999 9,999 29,764 （注）１

工具器具備品 7,230,997 8,765,482 1,479 15,995,000 3,301,294 3,301,294 12,693,706 リース含・（注）１

図書 － 4,985,041 － 4,985,041 － － 4,985,041 （注）１

車両運搬具 66,282 122,581 － 188,863 47,813 47,813 141,050 （注）１

計 46,914,771 14,258,055 10,500 61,162,325 5,246,693 5,246,693 55,915,632

建物 23,136,353 4,086,582 － 27,222,936 1,231,264 1,231,264 25,991,671

構築物 452,801 93,417 － 546,218 44,477 44,477 501,741

機械装置 － 9,106 － 9,106 705 705 8,401 （注）１

工具器具備品 603,839 708,747 － 1,312,587 273,324 273,324 1,039,262 （注）１

船舶 972 － － 972 329 329 642

その他（航空機） 0 － － 0 － － 0

計 24,193,966 4,897,854 － 29,091,820 1,550,100 1,550,100 27,541,720

土地 43,610,640 － － 43,610,640 － － 43,610,640

美術品・収蔵品 － 12,847 525 12,322 － － 12,322 （注）１

建設仮勘定 － 2,665,998 2,226,047 439,950 － － 439,950

計 43,610,640 2,678,845 2,226,572 44,062,912 － － 44,062,912

土地 43,610,640 － － 43,610,640 － － 43,610,640

建物 61,234,576 4,278,126 － 65,512,703 3,024,980 3,024,980 62,487,723

構築物 1,972,069 247,058 9,021 2,210,106 138,346 138,346 2,071,760

機械装置 － 48,870 － 48,870 10,704 10,704 38,165

工具器具備品 7,834,836 9,474,229 1,479 17,307,588 3,574,619 3,574,619 13,732,968

図書 － 4,985,041 － 4,985,041 － － 4,985,041

美術品・収蔵品 － 12,847 525 12,323 － － 12,322

船舶 972 － － 972 329 329 642

車両運搬具 66,282 122,581 － 188,863 47,813 47,813 141,050

建設仮勘定 － 2,665,998 2,226,047 439,950 － － 439,950

その他（航空機） 0 － － 0 － － 0

計 114,719,377 21,834,755 2,237,073 134,317,059 6,796,793 6,796,793 127,520,265

ソフトウェア － 83,405 － 83,405 15,639 15,639 67,766 リース含・（注）１

その他（電話加入権） － 2,795 － 2,795 － － 2,795 （注）１

計 － 86,200 － 86,200 15,639 15,639 70,561

長期前払費用 － 8,460 － 8,460 － － 8,460

その他（預託金） － 47 － 47 － － 47

計 － 8,507 － 8,507 － － 8,507

（注）１　当期増加額には、設立時の無償譲与により取得した以下の金額を含んでいる。

機械装置 48,196 千円
工具器具備品 7,694,255 千円
図書 4,933,699 千円
美術品・収蔵品 4,594 千円
車両運搬具 120,147 千円
ソフトウエア 53,890 千円
その他（電話加入権） 2,795 千円

計 12,857,581 千円

投資その
他の資産

有形固定
資産合計

無形固定
資産合計

期首残高

有形固定
資産（償
却費損益

内）

有形固定
資産（償
却費損益

外）

非償却資
産

当期増加額 当期減少額資産の種類

（単位：千円）

期末残高 差引当期末残高 摘　　要
減価償却累計額

11



（２）　たな卸資産の明細

（単位：千円）

種　類 当期購入・ 摘　要

製造・振替

医薬品 2,089,738 178,142 147,403 （注）

診療材料 1,422,882 120,735 123,633 （注）

貯蔵品 66,176 6,100 7,218 （注）

計 3,578,797 304,979 278,255

（注）　当期増加額のその他は、設立時の無償譲与により取得した金額を記載している。

（３）　無償使用国有財産等の明細
（単位：千円）

区 分 面 積 構 造

工具器具備品 ― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

建 物 ― RC

― RC （注）

― RC （注）

― RC （注）

― RC （注）

― RC （注）

― RC （注）

― RC （注）

― RC （注）

― RC （注）

― ―

（注）　建物の面積については、随時入退去があるため算出していない。

（４）　ＰＦＩの明細

施設所有形態 摘要契約先 契約期間

岐阜大学
総合研究棟SPC（株）

自　平成15年10月1日

至　平成30年3月31日

大学所有

PFI手法（BTO方式）による
工学系の研究等を行う研究
棟の設計、工事監理、建設
及び維持管理

岐阜大学総合研究棟施設
整備事業

事業名 事業概要

種 別

試験又は測定機器

期末残高

当期増加額 当期減少額

その他

－

払出・振替

2,120,477

1,419,985

電子計算機

ｶﾒﾗ・映写機・望遠鏡

引伸機・焼付機・顕微鏡

複写機

その他

小 計

本荘住宅

薮田南住宅

尾崎西町住宅

鷺山住宅

千種東住宅

城北住宅

鹿子殿住宅

王ヶ崎住宅

三宿住宅

宮崎台住宅

小 計

合 計

所　在　地

岐阜市柳戸１番１

岐阜市柳戸１番１

岐阜市柳戸１番１

岐阜市柳戸１番１

岐阜市柳戸１番１

岐阜市柳戸１番１

岐阜市本荘3680-15

岐阜市藪田南4-7-7

各務原市尾崎西町5丁目

岐阜市長良福光2675-2

名古屋市千種区北千種3-3

名古屋市北区名城2丁目

名古屋市千種区鹿子殿16

豊橋市王ｹ崎町上原1-3

東京都世田谷区池尻1-3-1

神奈川県川崎市宮前区宮前平1-3-5

3,605,520

65,057

期首残高

－

－

－

その他

－

－

－

－

機会費用の
金額

12,835

1,065

684

354

102

441

211

10

15,484

5,649

404

1,353

24,192

摘　  　要

国の一般会計からの物品無償借入

合同宿舎使用料　（注）

62

413

116

8,708

111

375
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（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

該当事項はない。

（５）－２　投資その他の資産としての計上された有価証券

該当事項はない。

（６）　出資金の明細

該当事項はない。

（７）　長期貸付金の明細

該当事項はない。

（８）　借入金の明細

期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 平均利率（％） 返済期限

6,041,551 － 61,086 5,980,465 － 平成19年度

－ 118,125 － 118,125 1.46 平成42年度

6,041,551 118,125 61,086 6,098,590

（注）１　改革推進公共投資施設整備費（NTT無利子貸付金）

（注）２　国立大学財務・経営センター施設費貸付金

（注）３　上表には、１年以内返済予定長期借入金を含んでいる。

（注）４　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

（９）　国立大学法人等債の明細

該当事項はない。

（１０）－１　引当金の明細

目的使用 その他

－ 114,359 － － 114,359

－ 114,359 － － 114,359

（注）当期増加額には承継診療債権に対する分の77,159千円を含んでいる。

（１０）－２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当事項はない。

摘　要

（注）１・３

（注）２・４

（単位：千円）

合　計

区　　分 期首残高 当期増加額

（単位：千円）

徴収不能引当金

区　　分

施設整備資金

施設費貸付事業

計

当期減少額
期末残高 摘要
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（１０）－３　退職給付引当金の明細

（単位：千円）

退職給付債務合計額 － －

退職一時金に係る債務 － －

厚生年金基金に係る債務 － － － －

－ － － －

年金資産 － － － －

退職給付引当金 － －

（注）当期増加額には承継分の3,531千円を含んでいる。

（１１）　保証債務の明細

件数 件数 件数

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

1 － － －

1 － － －

（１２）　資本金及び資本剰余金の明細

（単位：千円）

摘　要

（注）１

（注）２

（注）３

（注）４

（注）５

（注）６

（注）１ 設立時の無償譲与による増加

（注）２ 設立時の診療債権の無償譲与による増加

（注）３ 柳戸団地における基幹・環境整備による増加　 千円

総合研究実験棟の新築による増加 千円

総合研究実験棟の附帯設備購入による増加 千円

16年度PFI債務支払いによる増加 千円

柳戸団地における修繕事業伴う増加　 千円

（注）４ 国立大学法人施設整備費貸付金の償還時補助金による増加

（注）５ 寄附金による美術品の購入による増加及び破損による減少

（注）６ 美術品の寄附による増加

（１３）　積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当事項はない。

2,461,902　施設費 2,461,902

23,740

172,873

174,722

　補助金等 61,086

計

差引計

　寄附金

271,966

1,818,600

61,086

－ 7,390

－ 1,521,404

903

－ 52,997,477

－ 52,997,477

金額 金額 金額

当期減少額 期末残高

件数

782,651

782,651

54,897,698

54,897,698

1

1

摘　要

13,468

13,468

保証料収益期末残高

13,468

期末残高当期減少額

13,468

13,468

13,468

55,680,349

－

金額

－

期首残高 当期増加額

52,997,477 －

52,997,477 －

　寄附受け

区　　　　　　分

区分

未認識過去勤務債務及び未認識数理
計算上の差異

期首残高

期首残高 当期増加

当期増加額

当期減少

金額

計

55,680,349

資本金

資本剰余金

区　　　　分

損益外減価償却累計額(△)

政府出資金

計

資本剰余金

　国からの譲与

　附属病院収入

－ 7,390

－ 1,521,404

4,059,510

－ 6,825 － 6,825

2,509,410

－ △ 1,550,100 － △ 1,550,100

大学附属病院施設
整備費借入

－ 2,509,935 525

－ 4,060,035 525

－ 1,428 525

14



（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 182,142

備品費 50,190

印刷製本費 41,686

水道光熱費 134,100

旅費交通費 31,092

通信運搬費 4,836

賃借料 5,632

車両燃料費 904

福利厚生費 2,135

保守費 17,972

修繕費 24,322

損害保険料 637

広告宣伝費 8,314

行事費 3,798

諸会費 1,284

会議費 478

研修費 284

報酬・委託・手数料 377,064

奨学費 158,628

減価償却費 65,980

貸倒損失 6,009

雑費 3,072 1,120,566

研究経費

消耗品費 590,131

備品費 97,326

印刷製本費 15,643

水道光熱費 44,648

旅費交通費 187,979

通信運搬費 15,798

賃借料 12,263

車両燃料費 208

福利厚生費 19

保守費 4,634

修繕費 43,907

損害保険料 251

広告宣伝費 2,120

行事費 0

諸会費 21,754

会議費 344

研修費 1,023

報酬・委託・手数料 64,456

奨学費 1,630

減価償却費 245,047

雑費 1,353 1,350,541

診療経費

材料費

医薬品費 2,080,887

診療材料費 1,432,776

医療消耗器具備品費 25,646

給食用材料費 28,497 3,567,808

委託費

検査委託費 99,493
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給食委託費 194,859

寝具委託費 21,854

医事委託費 130,380

清掃委託費 87,283

保守委託費 131,248

その他の委託費 166,263 831,384

設備関係費

減価償却費 3,842,025

機器賃借料 55,015

修繕費 95,335

機器保守費 101,388

車両関係費 49

その他の設備関係費 250 4,094,063

研修費 211 211

経費

消耗品費 123,955

備品費 11,098

印刷製本費 14,718

水道光熱費 287,710

旅費交通費 3,907

通信運搬費 9,304

賃借料 4,848

福利厚生費 3,783

保守費 6,308

損害保険料 12,930

広告宣伝費 6,718

行事費 21

諸会費 484

会議費 90

報酬・委託・手数料 96,961

職員被服費 5,267

徴収不能引当金繰入額 37,200

雑費 5 625,313 9,118,782

教育研究支援経費

消耗品費 154,466

備品費 46,114

印刷製本費 30,507

水道光熱費 35,047

旅費交通費 15,996

通信運搬費 25,505

賃借料 8,223

車両燃料費 176

福利厚生費 3,442

保守費 20,541

修繕費 24,185

損害保険料 1

広告宣伝費 10,147

諸会費 699

会議費 86

報酬・委託・手数料 24,196

減価償却費 244,111

雑費 636 644,087

受託研究費 777,549

受託事業費 13,611
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役員人件費

報酬 63,627

賞与 21,625

法定福利費 7,334 92,587

教員人件費

常勤職員給与

給料 5,198,136

賞与 1,904,050

退職給付費用 177,121

法定福利費 869,570 8,148,877

非常勤職員給与

給料 841,975

賞与 17,291

退職給付費用 11,957

法定福利費 67,847 939,073 9,087,950

職員人件費

常勤職員給与

給料 3,501,583

賞与 1,076,820

退職給付費用 414,450

法定福利費 567,600 5,560,454

　非常勤職員給与

給料 731,815

賞与 96,695

退職給付費用 16,352

法定福利費 90,053 934,917 6,495,372

一般管理費

消耗品費 194,877

備品費 72,597

印刷製本費 18,545

水道光熱費 87,321

旅費交通費 43,879

通信運搬費 25,921

賃借料 13,753

車両燃料費 860

福利厚生費 8,977

保守費 95,138

修繕費 170,434

損害保険料 12,717

広告宣伝費 39,956

行事費 6,059

諸会費 7,075

会議費 1,697

研修費 2,371

報酬・委託・手数料 261,657

租税公課 2,497

減価償却費 811,769

雑費 2,446

交際費 52

ＰＦＩ費用 972 1,881,582
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（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

（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

１６年度 ― 14,365,855 12,583,960 1,293,746 － 13,877,706 488,149

合 計 ― 14,365,855 12,583,960 1,293,746 － 13,877,706 488,149

（１５）－２　運営費交付金収益

業務等区分

大　　学

附属病院

合 計

（１６）　運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

（１６）－1　施設費の明細

資本剰余金 その他

施設整備費

1,079,445 1,077,841 1,603

178,500 170,982 7,518

387,376 635 1,075

260,346 259,290 1,055

13,628 13,349 278

38,000 23,740 14,259

172,873 172,873 ―

2,130,168 1,718,712 25,791

（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

国立大学法人施設
整備資金貸付金償
還時補助金

61,086 － － 61,086 － －

合　計 61,086 － － 61,086 － －

（柳戸）営繕事業

不動産購入費（PFI）

―

―

（柳戸）基幹・環境整備

（医病）基幹・環境整備

―

（柳戸）複合施設棟

（柳戸）総合研究実験棟
             【附帯設備】

区　　　　分

（単位：千円）

摘　　要
左　の　会　計　処　理　内　訳

建設仮勘定見返施設費

区　　　　分 当期交付額
当　期　振　替　額

摘　要

12,583,960

計

―

385,665

385,665

―

―

（柳戸）総合研究実験棟

12,583,960

当期交付額

期末残高

当期振替額

平成１６年度交付分

（単位：千円）

合 計

9,101,234

3,482,726

9,101,234

交付年度 期首残高
交付金当期
　交付額

3,482,726
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（１７）　役員及び教職員の給与の明細

支給額 支給人員

(2,977) (1)

82,275 6

(1,788,147) (1,183)

11,680,590 1,580

(1,791,124) (1,184)

11,762,865 1,586

　(注）１　役員の本給月額は、学長1,210,000円、理事（副学長）950,000円、理事805,000円、監事725,000円である。
          ただし、平成16年4月1日に就任した学長の在任期間において、役員の本給支給額は、本給月額の100分の90と
          する。また、役員退職手当については、在職期間に応じて一定の割合を乗じて得た金額としているが、役員と
          しての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
　(注）２　教職員の給与については、一般職国家公務員に準拠し、退職手当についても、国家公務員退職手当法に準拠
           している。
 （注）３　役員（非常勤）2名のうち1名については、毎月の勤務形態ではないため、期末現在の人員数と相違する。
 （注）４　支給人員数は、年間平均支給人員数。
 （注）５　（　　）内は非常勤役員及び非常勤職員で外数。

 （注）６　支給額に、法定福利費は含まない。

（１８）　開示すべきセグメント情報

区　　　分 大　　学 附属病院

業務費用 15,346,211 16,138,927

業務収益 15,566,936 14,499,852

　　　運営費交付金収益 9,101,234 3,482,726

　　　学生納付金収益 4,488,982 －

　　　附属病院収益 － 9,815,907

　　　外部資金 1,255,224 210,906

　　　その他 721,496 990,313

　業務損益 220,725 △ 1,639,075

　帰属資産 75,707,541 56,480,971

　(注)１　事業区分は、組織別事業区分によっている。
　(注)２　帰属資産の消去又は全法人等には、現金及び預金のうち寄附金債務及び前受受託研究費相当額を
　　　　　除いた額を計上している。
　(注)３　以下の事項は、上記のセグメント情報に記載していないが、各セグメント別の金額は以下の
　　　　　とおりである。
　　　　　　①損益外減価償却相当額　　　　大学　　　　　　1,489,455千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附属病院　　　　　 60,645千円
　　　　　　②引当外退職給付増加見積額　　大学　　　　　  　534,159千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附属病院　　 　△ 351,602千円

（単位：千円）

△ 1,418,350

135,594,601

4,488,982

9,815,907

1,466,130

1,711,809

合　　　計

31,485,139

30,066,788

12,583,960

(246)

103

103

(246)
合　　計

　教職員

消去又は全法人等

－

591,571

(19,310)

591,571

(19,310)

　　(単位：千円、人）

0

支給人員

(0)

0

支給額

(0)

区分
報酬又は給与 退職給付

　役　員

－

－

－

3,406,089

－

－

－

－
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（１９）　寄附金の明細

区 分 摘要

大 学

附 属 病 院

合 計

　（注）　当期受入に承継分を含んでいる。

（２０）　受託研究の明細

（単位：千円）

区 分 受託研究等収益 期末残高

大 学 488,788 68,852

附 属 病 院 63,538 37,642

合 計 552,327 106,494

（２１）　共同研究の明細

（単位：千円）

区 分 受託研究等収益 期末残高

大 学 213,222 36,611

附 属 病 院 12,000 300

合 計 225,222 36,911

（２２）　受託事業等の明細

（単位：千円）

区 分 受託事業等収益 期末残高

大 学 9,326 －

附 属 病 院 4,284 －

合 計 13,611 －

当期受入 件数

(千円） （件）

2,367,101 690

576,159 201

2,943,260 891

期首残高 当期受入額

－ 557,640

－ 101,181

－ 658,822

期首残高 当期受入額

－ 249,833

－ 12,300

－ 262,133

期首残高 当期受入額

－ 13,611

－ 9,326

－ 4,284
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（２３）　上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

　　①　資産の部

（１）　現金及び預金

（２）　資産につき設定している担保権の明細

    ②　負債の部

（１）　資産見返物品受贈額

（注）　上記は全て設立時の無償譲与によって取得したものである。

（単位：千円）

ソフトウェア 20,609

合　　　　　計 8,446,498

工具器具備品 3,391,870

車両運搬具 89,460

区　　　　　分 金　　　　　額

機械装置 29,126

図書 4,915,433

計 118,125

区分

現　　　　金

普 通 預 金

合　　　　計

金　　　　額

860

5,631,692

担保権の種類 内　　　　容 期 末 残 高

8,050,000 抵当権 長期借入金 118,125

種　　　　類

土　　　　地

計

期末帳簿価格

8,050,000

（単位：千円）

担保に供している資産 担保権によって担保されている債務

5,632,552

（単位：千円）
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（２４）　関連公益法人等の明細

（２４）－１　関連公益法人の概要

名　　称

　財団法人 　①医学研究の奨励及び助成 　当法人が使用許可あるいは提供している施設等を利用して、次の事業を行っている。

　　　誠仁会 　②病院運営に対する寄与 直営事業 　売店、喫茶店、自動販売機コーナー、公衆電話管理、

　③教職員及び学生に対する学事研修の奨励及び福利厚生 　福祉機器・介護用品のレンタルサービス、宅配便の発送取扱、

　④入院療養に必要な諸施設等の便宜の供与 　旅券等の取扱、注射薬等のメッセンジャー業務、岐阜大学医師会事務取扱

　⑤患者、教職員及び学生に対する必需品の供給 　柳戸地区構内交通整理業務、附属病院外来患者駐車場整理業務、

　カード式テレビ・冷蔵庫の貸出、簡易郵便局業務、カルテ製本業務

　入院患者への無料車椅子貸与、院外処方箋ファックス送信業務

　岐阜大学職員の会費等私的差引業務

委託事業 　レストラン、理・美容室、展示販売

　

役　　員

理事長 　　医学部長

常務理事 　　附属病院事務部長

常務理事

理　事

理　事 　　医学部教授

理　事 　　附属病院長

理　事

理　事 　　医学部長

理　事 　　附属病院事務次長

監　事

監　事

　　　　関連公益法人と当法人との取引の関連図

（２４）－２　関連公益法人の財務状況

決算月 資　　産 負　　債

千円 千円 千円 千円 千円 千円

１７年３月 213,041 47,072

（２４）－３　当法人が拠出している関連公益法人の基本財産等の状況

千円 千円

（２４）－４　当法人と関連法人との取引の状況

千円 千円 千円・％

　　建物貸付料 2,276 327,523

 債務金額

　　注射薬ワゴン搬送業務費 1,864 ( 4,275 1.31 )

　　カルテ製本業務費 1,071

　　収入印紙・証紙 1,317

　　その他 23

計 4,275

浅野千恵子

岡　伸光

会費、負担金等の金額

165,969 404,248

佐治重豊

日比野幸子

松永隆信

吉村末夫

出えん、拠出及び寄附等の金額

役員氏名

磯野日出夫

岡地常夫

山下康爾

（うち、当法人の発注等に係わる金額及びその割合）

当法人が関連公益法人に対し 関連公益法人の事業収入の金額当法人の関連公益法人

に対する債権債務の明細 行っている債務保証の金額

10,129

当期支出合計額正味財産 当期収支差額

 債権金額

業　務　の　概　要

神崎邦夫

安田　満

当期収入合計額

当　法　人　と　の　関　係

当法人での最終職名

394,119

職　員・学　生・患　者

関連公益法人
（財）誠　仁　会

国立大学法人　岐阜大学

事業用施設等の使用許可・提供

入院療養に必要な諸施設等の便宜の供与
職員・学生・患者に対する必需品の供給

教育研究の奨励及び助成
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