
平成17年度決算について

国立大学法人 横浜国立大学



損益計算書とは

国立大学法人横浜国立大学の会計期間（毎年4月1日～翌3月31日）の運営状況を明らかにするため

ものです。

国立大学法人においては、公共的な性格をもち、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としな

いため、経営成績ではなく運営状況を明らかにすることが損益計算の第一目的となっています。

通常の運営を行った場合、損益が均衡になるように損益計算の仕組みが構築されています。

経常費用とは
国立大学法人横浜国立大学の教育・研究等の経常的な事業を行ったことによる費用について計上して

います。

経常収益とは

貸借対照表とは

決算報告書とは

国立大学法人横浜国立大学の3月31日における財政状況を明らかにするためのものです。

国立大学法人横浜国立大学の運営状況について、国の会計処理である現金主義をベースに収入支出

の側面から表示したものです。

国立大学法人横浜国立大学の教育・研究等の経常的な事業を行ったことによる収入等について計上し

ています。国からの運営費交付金や授業料等の学生納付金等が該当します。



平成１７年度損益計算書 収益の部

0000....7777％％％％

補助金

112百万円

0000....8888％％％％

受託事業等

135百万円

2222....3333％％％％

寄附金

379百万円

4444....7777％％％％

受託研究等

785百万円

3333....0000％％％％

その他

498百万円

運営費交付金は8,529百万

37373737....6666％％％％

学生納付金

6,300百万円

50505050....9999％％％％

運営費交付金

8,529百万円

合合合合 計計計計

１６,７４２百万円

運営費交付金は8,529百万

円（50.9 ％）、学生納付金の

うちの授業料は5,232百万円

（31.2％）で、経常収益全体の

８割以上を占めています。



平成１７年度損益計算書 費用の部

4444....7777％％％％

受託研究等経費

773百万円

  8  8  8  8....3333％％％％

研究経費

1,359百万円

   7   7   7   7....7777％％％％

教育経費

1,267百万円

1111....4444％％％％

教育研究支援経費

222百万円

    5    5    5    5....1111％％％％

一般管理費

 830百万円

合合合合 計計計計

教育研究等に対する費用

は約2,849百万円で経常費用

の１7．４％です。

教育研究等に対する費用

は約2,849百万円で経常費用

の１7．４％です。

72727272....0000％％％％

人件費

 11,780百万円

0000....8888％％％％

受託事業等経費

131百万円

合合合合 計計計計

１６,３６６百万円

人件費は約11,780百万円

で経常費用の７2．0％です。

一般管理費は830百万円で

経常費用の約5．1％となって

おります。

人件費は約11,780百万円

で経常費用の７2．0％です。

一般管理費は830百万円で

経常費用の約5．1％となって

おります。



経常収益 前年度との比較

経常収益経常収益経常収益経常収益
H16 H17 差額差額差額差額

運営費交付金運営費交付金運営費交付金運営費交付金 8,886,551 8,529,911 △△△△356,640

学生納付金学生納付金学生納付金学生納付金 6,007,081 6,300,367 293,286

受託研究等受託研究等受託研究等受託研究等 598,047 785,511 187,464

（ 単位：千円 ）

学生納付金学生納付金学生納付金学生納付金

授業料の改定等により増加しています。

運営費交付金運営費交付金運営費交付金運営費交付金

前年度に比べ、効率化係数により運営費交付金が減

少しています。

〈〈〈〈 主主主主なななな収益収益収益収益のののの差額要因差額要因差額要因差額要因についてについてについてについて 〉〉〉〉

受託研究等受託研究等受託研究等受託研究等 598,047 785,511 187,464

受託事業等受託事業等受託事業等受託事業等 134,544 135,130 586

補助金等補助金等補助金等補助金等 －－－－ 112,252 112,252

寄附金寄附金寄附金寄附金 388,781 379,951 △△△△608

施設費施設費施設費施設費 28,645 26,386 △△△△2,259

資産見返戻入資産見返戻入資産見返戻入資産見返戻入 208,277 259,776 51,499

そのそのそのその他他他他 213,547 213,210 △△△△337

合計合計合計合計 16,465,476 16,742,498 277,021

補助金等補助金等補助金等補助金等

会計上のルールが変更になり１７年度から計上してい

ます。

資産見返戻入資産見返戻入資産見返戻入資産見返戻入

前年度に比べ、減価償却費の増えた分が差額として

計上されています。

受託研究等受託研究等受託研究等受託研究等

前年度に比べて受入件数が増加しています。



経常費用 前年度との比較

（ 単位：千円 ）

受託研究経費受託研究経費受託研究経費受託研究経費

受託研究の受け入れ件数が増えたため費用が増加

しています。

教育研究費教育研究費教育研究費教育研究費

・教育経費 約１３９百万円増加

・研究経費 約２４２百万円増加

〈〈〈〈 主主主主なななな費用費用費用費用のののの差額要因差額要因差額要因差額要因についてについてについてについて 〉〉〉〉

2,849,510

H17

2,483,967

H16 差額差額差額差額
経常費用経常費用経常費用経常費用

365,543教育研究費教育研究費教育研究費教育研究費

一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費

経費削減等により費用が減少しました。

財源別人件費増減額財源別人件費増減額財源別人件費増減額財源別人件費増減額

・補助金 約２３百万円増加

・寄付金 約１１百万円増加

・一般財源※ 約７７百万円減少

※ 運営費交付金及び授業料等の自己収入

16,366,441

830,396

11,780,834

905,700

16,103,106

1091,779

11,816,063

711,295 194,405受託研究経費受託研究経費受託研究経費受託研究経費

△△△△35,229人件費人件費人件費人件費

△△△△261,383一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費

263,335合計合計合計合計



平成１７年度 貸借対照表

96.3％％％％

有形固定資産

流動負債3,805百万円 3.5％％％％

固定負債7,564百万円 7.1％％％％

有形固定資産

・・・土地、建物、備品、図書

無形固定資産

・・・ソフトウェア等

投資その他資産

・・・国債、株式

流動資産

・・・現預金、未収入金等

資産資産資産資産 負債負債負債負債・・・・資本資本資本資本

有形固定資産

102,486百万円

無形固定資産91百万円 0.1％％％％

投資その他資産367百万円 0.3％％％％

流動資産3,468百万円 3.3％％％％

利益剰余金 779百万円 0.8％％％％

88.6％％％％

資本金及び資本剰余金

94,264百万円

・・・現預金、未収入金等

固定負債

・・・資産見返負債等

流動負債

・・・運営費交付金債務、寄附金

債務、未払金

資本金及び資本剰余金

・・・政府出資金、資本的な資産

の増加に伴う計上

利益剰余金

・・・当期に発生した利益、

目的積立金、積立金



平成17年度 決算報告書

決算額決算額決算額決算額収入収入収入収入

8,866運営費交付金運営費交付金運営費交付金運営費交付金

8施設整備費補助金施設整備費補助金施設整備費補助金施設整備費補助金

47国立大学財務国立大学財務国立大学財務国立大学財務・・・・経営経営経営経営センターセンターセンターセンター施設施設施設施設

費交付金費交付金費交付金費交付金

159補助金等収入補助金等収入補助金等収入補助金等収入

2,012施設整備資金貸付償還時補助金施設整備資金貸付償還時補助金施設整備資金貸付償還時補助金施設整備資金貸付償還時補助金

（ 単位：百万円 ）

決算額決算額決算額決算額支出支出支出支出

11,042教育研究経費教育研究経費教育研究経費教育研究経費

159補助金等補助金等補助金等補助金等

941産学連携等研究経費産学連携等研究経費産学連携等研究経費産学連携等研究経費※※※※１１１１

55施設整備費施設整備費施設整備費施設整備費

3,584一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費

410寄附金収入寄附金収入寄附金収入寄附金収入

952産学連携等研究収入産学連携等研究収入産学連携等研究収入産学連携等研究収入※※※※１１１１

－－－－長期借入金長期借入金長期借入金長期借入金

213雑収入雑収入雑収入雑収入

6,195授業料授業料授業料授業料・・・・入学料入学料入学料入学料・・・・検定料検定料検定料検定料

費交付金費交付金費交付金費交付金

6,408自己収入自己収入自己収入自己収入

18,863合計合計合計合計
収入収入収入収入－－－－支出支出支出支出※※※※２２２２ 712

※１ 受託研究、受託事業等のための収入・支出です。

※２ 翌年度への繰越予算、剰余金等が含まれます。

－－－－国立大学財務国立大学財務国立大学財務国立大学財務・・・・経営経営経営経営センターセンターセンターセンター施設施設施設施設

納付金納付金納付金納付金

2,012長期借入金償還金長期借入金償還金長期借入金償還金長期借入金償還金

－－－－貸付金貸付金貸付金貸付金

358寄附金事業費等寄附金事業費等寄附金事業費等寄附金事業費等

941産学連携等研究経費産学連携等研究経費産学連携等研究経費産学連携等研究経費※※※※１１１１

18,151合計合計合計合計



平成17年度 科学研究費補助金の明細

2

121

142

件数件数件数件数 当期受入額当期受入額当期受入額当期受入額研究種目研究種目研究種目研究種目

480,982日本学術振興会科学研究費補助金日本学術振興会科学研究費補助金日本学術振興会科学研究費補助金日本学術振興会科学研究費補助金

283,510文部科学省科学研究費補助金文部科学省科学研究費補助金文部科学省科学研究費補助金文部科学省科学研究費補助金

253,000研究拠点形成費等補助金研究拠点形成費等補助金研究拠点形成費等補助金研究拠点形成費等補助金

（ 単位：千円 ）

教員個人の発想に基づく各

学問分野固有の課題への取

組を支援する補助金の獲得

支援に力を入れています。

科学研究費補助金等は、研

究者等（個人・グループ）を対

277

1

2

6

1

2

800国際共同研究助成事業費助成金国際共同研究助成事業費助成金国際共同研究助成事業費助成金国際共同研究助成事業費助成金

7,500環境省廃棄物処理等科学研究費補助金環境省廃棄物処理等科学研究費補助金環境省廃棄物処理等科学研究費補助金環境省廃棄物処理等科学研究費補助金

33,541産業技術研究助成事業費助成金産業技術研究助成事業費助成金産業技術研究助成事業費助成金産業技術研究助成事業費助成金

1,700厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省がんがんがんがん研究助成金研究助成金研究助成金研究助成金

9,500厚生労働省科学研究費補助金厚生労働省科学研究費補助金厚生労働省科学研究費補助金厚生労働省科学研究費補助金

1,070,533合計合計合計合計

当期受入額は、直接経費及び間接経費を合算したものです。

また、他機関からの分担金を含み、他機関への分担金は含んでいません。

究者等（個人・グループ）を対

象に研究費を補助する目的で

国から交付を受けているため、

預り金として処理を行い、損益

計算書の対象外（法人の収

入・支出ではありません）と

なっています。

法人を対象に交付された補

助金については、損益計算書

に計上されます。


