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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 24,062,055
減損損失累計額 △ 52,160 24,009,894

建物 5,452,864
減価償却累計額 △ 1,494,658 3,958,205

構築物 1,179,243
減価償却累計額 △ 444,556 734,686

機械装置 9,721
減価償却累計額 △ 6,348 3,372

工具器具備品 884,476
減価償却累計額 △ 470,931 413,544

図書 1,753,166
車両運搬具 14,995

減価償却累計額 △ 14,313 682
建設仮勘定 1,952

有形固定資産合計 30,875,505
２ 無形固定資産

ソフトウェア 7,559
その他無形固定資産 288

無形固定資産合計 7,847
３ 投資その他の資産

その他投資その他の資産 128
投資その他の資産合計 128
固定資産合計 30,883,481

Ⅱ 流動資産

現金及び預金 581,643
未収学生納付金収入 11,396
その他未収入金 22,872
たな卸資産 44
前払費用 3,210
その他流動資産 43

流動資産合計 619,210
資産合計 31,502,692

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 768,993
資産見返補助金等 31,809
資産見返寄附金 225,875
資産見返物品受贈額 1,410,895
建設仮勘定見返運営費交付金 1,952 2,439,527

長期未払金 140,746
固定負債合計 2,580,274

Ⅱ 流動負債

運営費交付金債務 83,553
寄附金債務 96,354
前受受託研究費等 127
前受受託事業費等 4,256
前受金 1,458
預り科学研究費補助金等 14,315
預り金 74,045
未払金 484,707
未払費用 32,435
未払消費税等 1,003

流動負債合計 792,256
負債合計 3,372,531

純資産の部

Ⅰ 資本金

政府出資金 25,725,165
資本金合計 25,725,165

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 4,224,773
損益外減価償却累計額 △ 1,843,725
損益外減損損失累計額 △ 53,216

資本剰余金合計 2,327,830
Ⅲ 利益剰余金

教育研究環境整備積立金 25,524
前中期目標期間繰越積立金 11,012
積立金 6,675
当期未処分利益 33,953
（ うち当期総利益) ( 33,953 ）

利益剰余金合計 77,164
純資産合計 28,130,160
負債・純資産合計 31,502,692

貸　借　対　照　表

（平成２７年３月３１日）
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単位：千円
経常費用

業務費

教育経費 917,648
研究経費 100,076
教育研究支援経費 147,141
受託研究費 5,203
受託事業費 18,267
役員人件費 60,586
教員人件費 3,041,403
職員人件費 1,023,574 5,313,901

一般管理費 431,066
財務費用

支払利息 584 584
経常費用合計 5,745,551

経常収益

運営費交付金収益 3,427,114
授業料収益 1,587,364
入学金収益 220,502
検定料収益 55,080
受託研究等収益 4,703
政府受託研究等収益 500
受託事業等収益 1,625
政府受託事業等収益 16,642
寄附金収益 50,938
施設費収益 224,161
補助金等収益 287
その他業務収益

講習料収益 27,168
研究発表会収益 7,626
その他業務収益 11,512 46,307

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 65,305
資産見返補助金等戻入 7,552
資産見返寄附金戻入 18,344 91,202

財務収益

受取利息 436 436
雑益

財産貸付料収入 23,399
その他雑益 6,967
研究関連収入 16,622 46,989

経常収益合計 5,773,857

経常利益 28,305

臨時損失

固定資産除却損 0
固定資産撤去費 8,825 8,825

当期純利益 19,479

目的積立額取崩額 14,473

当期総利益 33,953

損　益　計　算　書
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）
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単位：千円

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 △ 823,897
人件費支出 △ 4,316,239
その他の業務支出 △ 445,002
運営費交付金収入 3,516,378
授業料収入 1,438,781
入学金収入 219,398
検定料収入 55,080
受託研究等収入 4,830
政府受託研究等収入 1,670
受託事業等収入 1,625
政府受託事業等収入 4,690
寄附金収入 49,506
補助金収入 391
その他収入 93,744
預り金の増加 322

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 198,718

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 △ 839,310
有形固定資産の除却による支出 △ 8,709
定期預金の解約による収入 100,000
施設費による収入 467,616
小計 △ 280,403
利息及び配当金の受取額 436

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 279,966

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 △ 71,232
利息の支払額 △ 584

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 71,816

Ⅳ 資金増加額（又は減少額） △ 550,502
Ⅴ 資金期首残高 1,132,145
Ⅵ 資金期末残高 581,643

キャッシュ・フロー計算書
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）
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（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 33,953,220

当期総利益 33,953,220

Ⅱ　利益処分額

積立金 2,735,881   

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

　教育研究環境整備積立金 31,217,339 33,953,220

利益の処分に関する書類
（平成２７年１１月２０日）
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（単位：千円）
Ⅰ 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

業務費 5,313,901
一般管理費 431,066
財務費用 584
臨時損失 8,825 5,754,377

(2) （控除）自己収入等

授業料収益 △ 1,587,364
入学金収益 △ 220,502
検定料収益 △ 55,080
受託研究等収益 △ 4,703
政府受託研究等収益 △ 500
受託事業収益 △ 1,625
政府受託事業等収益 △ 16,642
寄附金収益 △ 50,938
その他業務収益

講習料収益 △ 27,168
研究発表会収益 △ 7,626
その他業務収益 △ 11,512

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 △ 3
資産見返寄附金戻入 △ 18,344

財務収益 △ 436
雑益 △ 30,366 △ 2,032,815

業務費用合計 3,721,562

Ⅱ 損益外減価償却相当額 284,617

Ⅲ 損益外減損損失相当額 -
　 　 　 　

Ⅳ 損益外除売却差額相当額 　 3,655

Ⅴ 引当外賞与増加見積額 6,695

Ⅵ 引当外退職給付増加見積額 △ 116,836

Ⅶ 機会費用

国又は地方公共団体の財産の無償又は減額

された使用料による貸借取引の機会費用 960
政府出資等の機会費用 110,010 110,970

Ⅷ 国立大学法人等業務実施コスト 4,010,664

国立大学法人等業務実施コスト計算書
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）
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注　記　事　項

　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」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26年11月27日最終改訂）を適用しております。

（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，「特別経費」「特殊要因経費」及び「補正予算として交付された運営費交付金」について

　は，文部科学省の指定に従い，事項毎に期間進行基準，業務達成基準及び費用進行基準を採用して

　います。また，業務達成基準の取扱いを定めた規定に基づき，学長が指定した事業については，業

  務達成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。

    耐用年数は，法人税法上の耐用年数を基準としていますが，主な資産の耐用年数は以下のとおりで

　す。

　　　　　　　建物（建物附属設備含む）　　　　2 ～ 57年

　　　　　　　構築物　　　　　　　　　　　　  2 ～ 60年

　　　　　　　工具器具備品　　　　　　　　　　2 ～ 15年

　　　　　　　車両運搬具　　　　　　　　　　　4 ～  6年

    また，特定の償却資産（国立大学法人会計基準第８４）の減価償却相当額は，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）に基づいて償却

　しています。

３．引当金の計上基準

（１）徴収不能引当金の計上基準

　　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，徴収不能実績率により，徴収不能

　懸念特定債権については，個別に回収可能性を検討し，徴収不能見込額を計上しています。

（２）退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

  　退職一時金は，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、国立大学法人

　会計基準第８７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。

（３）賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

　　役員及び教職員に対して支給する賞与（期末手当及び勤勉手当）は、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、国立大学法人会計基準第８６第２項に基づき、引当外賞与増加見積額を国立大学法人等業務

　実施コスト計算書に計上しています。
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４．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　移動平均法による低価法

５．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貸借取引の機会費用の計算方法

    　近隣の賃借料等を参考に計算しています。

（２）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

　　　１０年利付国債の平成２７年３月３１日利回り終値を参考に０．３９５％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3,000千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。

（貸借対照表関係）

（１）翌期の運営費交付金から充当される賞与の見積額

                          254,135　千円

    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賞与増加見積額は，「国立大学法人

　会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針Ｑ８６－１に基づき計算した額を

　計上しています。

（２）運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額

                          2,958,108　千円

　　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込額は，基準第８７

　第４項に基づき自己都合要支給額にて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。

（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

　　　現金及び預金　　　　　　　　  581,643　千円

　　　資金期末残高　　　　　　　　  581,643　千円

（２）重要な非資金取引の内容

　    当期に受け入れた現物寄附の額は11,767　千円です。

　　　ファイナンス・リースによる資産の取得は169,511　千円です。

（国立大学法人等業務実施コスト計算書関係）   

（１）引当外退職給付増加見積額について

　　　引当外退職給付増加見積額については，地方公共団体からの出向職員に係る以下の金額を含んで

　　います。

　 　　　　　　　　　　　　　　 　△93,140　千円
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（金融商品に関する注記）

（１）金融商品の状況に関する事項

   当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定しています。

　 資金運用にあたっては、国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、

  定期預金のみを保有しており、株式等は保有していません。

（２）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。

　　　　

     (*1)負債で計上されているものについては，( )で示しています。

　　（注）金融商品の時価等の算定方法

　　　（１）現金及び預金

   　　　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　

　　　　によっています。

　　　（２）未払金

   　　　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

　　　　います。

（賃貸等不動産関係）

　　当法人は，宗像市その他の地域において，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，注記を省略しています。

（重要な債務負担行為）

    記載すべき事項はありません。

（重要な後発事象）

    記載すべき事項はありません。

　

（その他）

　　利益の処分に関する書類（案）を除き，記載金額は千円単位とし，表示単位未満については切り捨て

  表示しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額(*1)

（１） 現金及び預金 581,643 581,643 -             

（２） 未払金 (484,707) (484,707) -             
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附 属 明 細 書

　　当事業年度の附属明細書は，「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関

　する実務指針（平成26年11月27日最終改訂　文部科学省　日本公認会計士協会）の様式に基づき作

　成しております。

　（１）　固定資産の取得及び処分,減価償却費（ 「第８４　特定の償却資産の減価に係る・・・　１

　　　　　会計処理」及び「第９０　資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」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

　（２）　たな卸資産の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

　（３）　無償使用国有財産等の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

　（４）　ＰＦＩの明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

　（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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

　　　（５）－２　投資その他の資産として計上された有価証券・・・・・・・・・・・・・・・　２

　（６）　出資金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２　

　（７）　長期貸付金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

　（８）　借入金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

　（９）　国立大学法人等債の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

　（10）－１　引当金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

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

　（10）－３　退職給付引当金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

　（11）　資産除去債務の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

　（12）　保証債務の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

　（13）　資本金及び資本剰余金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

　（14）　積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

　　　（14）－１　積立金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　　（14）－２　目的積立金の取崩しの明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　（15）　業務費及び一般管理費の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

　（16）　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

　　　（16）－１　運営費交付金債務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７

　　　（16）－２　運営費交付金収益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７

　（17）　運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

　　　（17）－１　施設費の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

　　　（17）－２　補助金等の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

　（18）　役員及び教職員の給与の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９

　（19）　開示すべきセグメント情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

　（20）　寄附金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

　（21）　受託研究の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

　（22）　共同研究の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

　（23）　受託事業等の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

　（24）　科学研究費補助金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

　（25）　上記以外の主な資産，負債，費用及び収益の明細

　　　（25）－１　現金及び預金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

　　　（25）－２　未払金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

　　　（25）－３　長期未払金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４



区　分 種　別 所在地 面　積 構　造 機会費用の金額 摘　要

（㎡） （千円）

宿舎 福岡県福岡市 68 ＲＣ 960

68 960

注記事項　法人宿舎のうち，9戸（489㎡）を国等へ貸与しています。　

（４）ＰＦＩの明細　

　　　　該当事項はありません。

建物

合　計

（３）無償使用国有財産等の明細

（２）たな卸資産の明細

当期購入・
製造・振替

その他 払出・振替 その他

貯蔵品（Ａ重油） 373 3,212 － 3,541 － 44

（単位：千円）

種　　　類 期首残高

当期増加額 当期減少額

期末残高 摘　要

建物 4,827,934 42,620 300 4,870,255 1,387,237 207,612 - - - 3,483,017 
構築物 842,926 7,090 212 849,804 326,323 46,552 - - - 523,480 
工具器具備品 251,121 24,412 1,642 273,891 121,095 30,452 - - - 152,795 
車両運搬具 9,069 - - 9,069 9,069 - - - - 0

計 5,931,052 74,122 2,154 6,003,020 1,843,725 284,617 - - - 4,159,294 
建物 380,412 202,196 - 582,609 107,421 26,264 - - - 475,187 
構築物 324,177 5,262 -        329,439 118,233 18,319 - - - 211,205 
機械装置 9,721 - - 9,721 6,348 1,248 - - - 3,372 
工具器具備品 699,533 183,148 272,097 610,584 349,835 111,878 - - - 260,748 
図書 1,742,328 14,496 3,658 1,753,166 - - - - - 1,753,166 
車両運搬具 5,387 538 - 5,926 5,243    170 - - - 682 

計 3,161,561 405,642 275,756 3,291,446 587,082 157,882 - - - 2,704,363 
土地 24,062,055 - - 24,062,055 - - 52,160 - 24,009,894 

建設仮勘定 78,584 375,091 451,723 1,952 - - - - - 1,952 
計 24,140,639 375,091 451,723 24,064,008 - - 52,160 - - 24,011,847 

土地 24,062,055 - - 24,062,055 - - 52,160 - - 24,009,894 

建物 5,208,347 244,816 300 5,452,864 1,494,658 233,876 - - - 3,958,205 
構築物 1,167,103 12,352 212 1,179,243 444,556 64,872 - - - 734,686 
機械装置 9,721 - - 9,721 6,348 1,248 - - - 3,372 
工具器具備品 950,655 207,561 273,740 884,476 470,931 142,331 - - - 413,544 
図書 1,742,328 14,496 3,658 1,753,166 - - - - - 1,753,166 
車両運搬具 14,457 538 - 14,995 14,313 170 - - - 682 
建設仮勘定 78,584 375,091 451,723 1,952 - - - - - 1,952 

計 33,233,253 854,856 729,634 33,358,475 2,430,808 442,499 52,160 - - 30,875,505 

ソフトウェア 63,887 - 5,403 58,483 50,924 5,319 - - - 7,559 
その他無形固定資産 1,344 - - 1,344 - - 1,056 - - 288 

計 65,231 - 5,403 59,827 50,924 5,319 1,056 - - 7,847 
その他 128 - - 128 - - - - - 128 

計 128 - - 128 - - - - - 128 

注記事項　1. 当期増加額のうち，主なものは次のとおりです。
グローバル環境整備 建物 520 千円 学生寮改修 建物 25,467 千円 特別支援教棟改修 建物 199,987 千円

工具器具備品 22,554 千円 構築物 6,195 千円 構築物 3,318 千円

リース資産の増加 工具器具備品 169,511 千円

注記事項　2. 当期増加額のうち，現物寄附は次のとおりです。
工具器具備品 5,813    千円
図書 3,943    千円
車両運搬具 538      千円

当期損
益　内

有形固定資産
　(特定償却
資産以外)

（１）固定資産の取得及び処分，減価償却費（「第８４ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第９０ 資産除去債務
　　　に係る特定の除去費用等の会計処理」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

（単位：千円）

摘　要当期償
却　額

期　首
残　高

減価償却累計額
差引当期
末 残 高当期損

益　外

減損損失累計額
当　期
増加額

期　末
残　高

無形固定資産

投資その他の
資産

資産の種類

有形固定資産
(特定償却資産)

当　期
減少額

非償却資産

有形固定資産
合計

1



（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

　　　　該当事項はありません。

　　　　該当事項はありません。

　　　　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）借入金の明細　

　　　　該当事項はありません。

（９）国立大学法人等債の明細

　　　　該当事項はありません。

（５）－２　投資その他の資産として計上された有価証券

（６）出資金の明細

（１０)－１　引当金の明細

目的使用 その他

環境対策引当金 20,786     -          20,786     -                  -

合計 20,786     -          20,786     -                  -

（１０)－２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

期首残高 当期増減額 期末残高 期首残高 当期増減額 期末残高

未収学生納付金収入 14,917 △ 3,521 11,396 -        -          -        

合計 14,917 △ 3,521 11,396 -        -          -        

（１０）－３　退職給付引当金の明細

　　　　該当事項はありません。

（１１）資産除去債務の明細

　　　　該当事項はありません。

（１２）保証債務の明細

　　　　該当事項はありません。

(単位：千円）

区分 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要

摘要区分
貸付金の残高 貸倒引当金の残高

(単位：千円）

2



（１３）資本金及び資本剰余金の明細

（単位：千円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

政府出資金 25,725,165 － － 25,725,165

計 25,725,165 － － 25,725,165

資本剰余金

　施設費 3,846,632 68,908 － 3,915,540 注１

　目的積立金 396,518 5,214 － 401,732 注２

　無償譲与等 1,344 － － 1,344

　損益外除売却差
　額相当額 △ 88,034 － 5,809 △ 93,844 注３

計 4,156,460 74,122 5,809 4,224,773

損益外減価償却
累計額

△ 1,561,263 △ 284,617 △ 2,154 △ 1,843,725 注１・２・３

損益外減損損失
累計額

△ 53,216 － － △ 53,216

差引計 2,541,980 △ 210,494 3,655 2,327,830

注記事項　１．当期増加は，施設費による固定資産の取得によるものです。

　　　　　２．当期増加は，目的積立金による固定資産の取得によるものです。

　　　　　３．当期減少は，出資財産及び授業料収入財産の除却によるものです。

区　　　分

資本金

資本剰余金
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（１４）積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

（単位：千円）

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

前中期目標期間繰越積立金 11,012 -        -        11,012

準用通則法第４４条
第１項積立金 6,675 -        -        6,675

準用通則法第４４条
第３項積立金 23,509 21,702 19,688 25,524 注１・２

合　　計 41,197 21,702 19,688 43,211

注記事項　１．当期増加額は，平成２５年度の利益処分によるものです。 　 　

　　　　　２．当期減少額は、（１４）－２の事業によるものです。 　

（１４）－１　積立金の明細

（１４）－２　　目的積立金の取崩しの明細

（単位：千円）

英語習得院の整備
ICカード利用環境
の整備

計

建物附属設備 2,462 -             2,462
構築物            894 -             894
工具器具備品 -             1,857 1,857

小　　計 3,356 1,857 5,214
教育経費
　　消耗品費 2,560 -             2,560
　　備品費 1,322 280 1,602
　　修繕費 8,966 -             8,966
　　 報酬・委託・手数料 -                      1,166 1,166

小　　計 12,849 1,446 14,296
固定資産撤去費 176 -             176

合　　計 16,383 3,304 19,688

積立金の名称
及び事業名

教育研究環境整備積立金

4



（１５）　業務費及び一般管理費の明細

（単位：千円）

業務費

教育経費

消耗品費 189,619
備品費 78,638
印刷製本費 21,139
水道光熱費 85,522
旅費交通費 48,540
通信運搬費 7,825
賃借料 4,203
保守費 18,916
修繕費 132,757
行事費 1,531
諸会費 1,583
報酬・委託・手数料 90,915
奨学費 164,816
減価償却費 70,068
貸倒損失 1,071
その他 498 917,648

研究経費

消耗品費 35,756
備品費 4,886
印刷製本費 4,340
水道光熱費 10,258
旅費交通費 24,766
通信運搬費 4,162
賃借料 914
保守費 2,916
修繕費 902
諸会費 4,918
報酬・委託・手数料 4,288
減価償却費 1,817
図書費（図書除却） 3
その他 143 100,076

教育研究支援経費

消耗品費 8,207
備品費 1,193
印刷製本費 1,846
水道光熱費 5,748
旅費交通費 351
通信運搬費 11,212
賃借料 1,122
保守費 18,681
修繕費 1,548
諸会費 153
報酬・委託・手数料 35,231
減価償却費 61,823
その他 19 147,141

受託研究費 5,203
受託事業費 18,267
役員人件費

役員人件費

役員報酬 41,501
役員賞与 13,269
役員法定福利費 5,814 60,586 60,586

教員人件費

常勤教員給与

給料 1,856,199
賞与 613,878
退職給付費用 99,685
法定福利費 339,256 2,909,020

非常勤教員給与

給料 131,903
法定福利費 478 132,382 3,041,403

5



職員人件費

常勤職員給与

給料 550,217
賞与 155,694
退職給付費用 53,938
法定福利費 98,877 858,727

非常勤職員給与

給料 141,497
賞与 3,518
法定福利費 19,830 164,846 1,023,574

業務費合計 5,313,901
一般管理費

消耗品費 19,659
備品費 708
印刷製本費 12,200
水道光熱費 32,927
旅費交通費 23,149
通信運搬費 8,626
賃借料 4,263
福利厚生費 2,975
保守費 24,423
修繕費 13,052
損害保険料 4,187
広告宣伝費 6,153
諸会費 4,209
報酬・委託・手数料 239,570
租税公課 3,092
減価償却費 29,493
その他 2,374 431,066

6



（１６）運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

（１６）－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

建設仮勘定見返
運営費交付金等 資本剰余金 小　計

平成２５年度  133,408  -  9,227  124,181          -          -  133,408  -

平成２６年度  -  3,516,378  3,416,050  14,821      1,952          -  3,432,824  83,553

合　計  133,408  3,516,378  3,425,277  139,003  1,952  -  3,566,233  83,553

注記事項　損益計算書上の運営費交付金収益には，建設仮勘定見返交付金等からの振替額　1,837千円 が含まれているため，
　 　　　 本表の合計とは一致しておりません。

期末残高交付年度 期首残高
交付金当期

交付額

当期振替額

（単位：千円）

業務等区分 平成２５年度交付分 平成２６年度交付分 合　計

期間進行基準 -                3,029,089     3,029,089

業務達成基準 -                  223,300       223,300

費用進行基準         9,227       163,659       172,886

その他 -            -            -            

合　計 9,227 3,416,050 3,425,277

注記事項　損益計算書上の運営費交付金収益には，建設仮勘定見返交付金等からの振替額　1,837千円 が
　　　　  含まれているため，本表の合計とは一致しておりません。

（１６）－２　運営費交付金収益
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（１７）－１　施設費の明細

（単位：千円）

建設仮勘定
見返施設費

資本剰余金 その他

耐震対策事業【学生寮】 112,730          - 31,663 81,066

グローバルな視点を持った実践型教員を養成するための能
動的学習環境整備 153,340          - 23,074 130,265

独立行政法人国立大学財務・経営センター
施設費交付事業費　　営繕事業 27,000          - 14,169 12,830

合　　　　計 293,070          - 68,908 224,161

区　　　　分 当期交付額

左の会計処理内訳

摘　　要

（１７）運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

（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

公開講座実施 287      － － － － 287

合　　　　計 287 － － － － 287

（１７）－２　補助金等の明細

区　　　　分 当期交付額

当期振替額

摘　　要
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支給人員 支給人員

52,409 4 -             -      

（ 52,409 ） （ -             ）

非常勤 2,362 2 -             -      

計 54,771 6 -             -      

3,175,990 431 153,623 11

（ 3,175,990 ） （ 153,623 ）

非常勤 276,919 278 -             -      

計 3,452,909 709 153,623 11

3,228,399 435 153,623 11

（ 3,228,399 ） （ 153,623 ）

非常勤 279,282 280 -             -      

計 3,507,681 715 153,623 11

注）１　支給人員数は，年間平均支給人員数で記載しています。

　　２　役員報酬基準の概要　　　　　学長　　   　984　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　　　　 720　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本給月額及びその他諸手当については，国立大学法人福岡教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学役員給与規程に基づき支給しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常勤役員の報酬は94　千円を月額として支給しています。

　　３　教職員給与基準の概要　　　　教職員の給与は，俸給及び諸手当としています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　俸給は，一般職の給与に関する法律(昭和２５年法律第９５号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び人事院規則を準用し，国立大学法人福岡教育大学職員給与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　規程に基づき支給しています。

　　４　非常勤職員賃金基準の概要　　国立大学法人福岡教育大学非常勤職員（フルタイム）就業規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び国立大学法人福岡教育大学非常勤職員（パートタイム）就

　　　　　　　　　　　　　　　　　　業規則に基づき支給しています。

　　５　職員退職手当支給基準の概要　国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程に基づき支給して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。

　　６　損益計算書上の人件費には，法定福利費等464,258　千円が含まれているため，本表の支給額

　　　　合計とは一致しておりません。

　　７　常勤・非常勤の定義等は，「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方

　　　　法等について（ガイドライン）」（総務大臣策定）に準じております。

　　８　支給額下段の（　）内の金額は「退職金相当額を運営費交付金で措置する対象者数について

　　　　（通知）」（平成16年6月3日付人事課長16文科人第84号）における「退職金相当額を運営費

　　　　交付金で措置する必要がある役職員」に対する支給額を記載しております。

（１８）役員及び教職員の給与の明細

教職員

合計

常勤

常勤

（単位：千円，人）

退職給付

支給額

役　員

区　分

常勤

支給額

報酬又は給与
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大　　学 附属学校 小　　計 法人共通 合　　計

業務費用

業務費

教育経費 626,319 291,328 917,648 917,648

研究経費 97,968 2,108 100,076 100,076

教育研究支援経費 147,141 147,141 147,141

受託研究費 5,203 5,203 5,203

受託事業費 4,982 13,285 18,267 18,267

人件費 2,918,976 1,206,586 4,125,563 4,125,563

一般管理費 426,353 4,712 431,066 431,066

財務費用 575 8 584 584

4,227,522 1,518,029 5,745,551 5,745,551

業務収益

運営費交付金収益 2,507,574 919,540 3,427,114 3,427,114

学生納付金収益 1,850,152 12,794 1,862,947 1,862,947

受託研究等収益 5,203 5,203 5,203

受託事業等収益 4,982 13,285 18,267 18,267

補助金収益 287 287 287

寄附金収益 5,386 45,551 50,938 50,938

施設費収益 129,409 94,752 224,161 224,161

財務収益 436 436 436

資産見返負債戻入 73,805 17,396 91,202 91,202

その他業務収益 38,681 7,626 46,307 46,307

雑益 46,989 46,989 46,989

4,662,910 1,110,947 5,773,857 5,773,857

435,387 △ 407,081 28,305 28,305

土地 9,167,553 14,842,341 24,009,894 24,009,894

建物 2,681,219 1,276,985 3,958,205 3,958,205

構築物 521,570 213,116 734,686 734,686

その他 2,188,797 29,464 2,218,262 581,643 2,799,905

14,559,141 16,361,908 30,921,049 581,643 31,502,692

注記事項

　います。

　預金（581,643千円）となっています。

３　各セグメント別の目的積立金の取崩しを財源とする費用の発生額は次のとおりです。

（単位：千円）

大　　学 附属学校 合　　計

14,473          - 14,473

（１９）開示すべきセグメント情報
（単位：千円）

区　　分

小　　計

小　　計

業務損益

帰属資産

１　セグメント情報については，「大学」「附属学校」及び「法人共通」の３つのセグメントに区分して作成して

２　帰属資産のうち，「法人共通」は，各セグメントに配賦しなかった資産を計上しており，その内容は現金及び

目的積立金の取崩しを財源
とする費用の発生額
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　見積額及び引当外退職給付増加見積額は次のとおりです。

（単位：千円）

大　　学 附属学校 合　　計

145,805 17,396 163,202

211,390 73,226 284,617

－ － －

3,655 0 3,655

4,536 2,159 6,695

△ 14,248 △ 102,587 △ 116,836

４　各セグメント別の減価償却費，損益外減価償却等相当額及び損益外減損損失等相当額並びに引当外賞与増加

引当外退職給付増加見積額

減価償却費

損益外減価償却等相当額

損益外減損損失等相当額

損益外除売却差額相当額

引当外賞与増加見積額

区　　　分 当期受入額 件　数

（千円） （件）

大　 　学 15,034 13

(8,073) (4)

附 属 学 校 46,238 16

(3,693) (6)

合　　　計 61,273 29

(11,767) (10)

（単位：千円）

大   学 附属学校 計

消耗品費 101 442 544

備品費 - 926 926

工具器具備品 4,028    1,785 5,813

車両運搬具 -      538 538

図書 3,943 -       3,943

合計 8,073 3,693 11,767

（２０）寄附金の明細

　　　　　３．現物寄附の内訳は，次のとおりです。

注記事項　１．下段（　）書きは内数で現物寄附を記載しています。

　　　　　２．件数については，寄附者の種類が多岐にわたるため、プロジェクト単位で計上しています。

摘　　　要

財団法人軽金属奨学会研究補助金　他

（テレメータシステム 現物寄附　他）

公益財団法人ちゅうでん教育振興財団　他

（エアコン　現物寄附　他）
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（２１）受託研究の明細

（単位：千円）

区　　分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

大学 -          4,830 4,703 127        

合　　計 -          4,830 4,703 127        

（単位：千円）

区　　分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

大学 -          500 500 -          

合　　計 -          500 500 -          

（２３）受託事業等の明細

（単位：千円）

区　　分 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

大学 -          9,239 4,982 4,256      

附属学校 -          13,285 13,285 -          

合　　計 -          22,524 18,267 4,256      

注記事項　当期受入額には，期末未収入金　21,143千円を含んでいます。

（２２）共同研究の明細
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（単位：千円）

種　　目 当期受入 件　　数 摘　　要

（ 1,490 ）

447

（ 6,530 ）

1,959

（ 34,819 ）

10,445

（ 2,450 ）

735

（ 10,000 ）

3,000

（ 700 ）

-              

（ 500 ）

-              

（ 400 ）

-              

（ 56,889 ）

16,586

注）１．下段は間接経費相当額を記載しています。

　　２．間接経費相当額の内、1,458千円を前受金として、翌年度へ繰り越しています。

　　３．上段（　）内は直接経費相当額を外数で記載しています。

基盤研究（Ａ）

厚生労働科学研究費補助金 1

特別研究促進費 1

合　　計 121

（２４）科学研究費補助金の明細

59

挑戦的萌芽研究 8

奨励研究 2

若手研究（Ｂ） 11

基盤研究（Ｂ） 31

基盤研究（Ｃ）

8
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（２５）上記以外の主な資産，負債，費用及び収益の明細

（２５）－１　現金及び預金

（単位：千円）

内　　　　訳 金　　額 摘　　要

現金 18

普通預金 581,624

定期預金 - 

合　　　　計 581,643

（２５）－２　未払金

（単位：千円）

相　手　先　等 金　　額 摘　　要

教職員退職金（11名） 147,441

パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社　九州営業所 109,317

株式会社JVCケンウッド福岡システム営業所 24,300

株式会社内田洋行九州支店 18,580

株式会社フジモト 7,520

城島印刷株式会社 7,128

株式会社F－Power 5,720

パステムソリューションズ株式会社 5,270

九州電力株式会社 4,665

よしみ工産株式会社 4,569

文友舎 3,623

その他 146,571 注

合　　　　計 484,707

注記事項　　その他の中にリース債務（47,114千円）を含んでいます。

（２５）－３　長期未払金

（単位：千円）

相　手　先　等 金　　額 摘　　要

東京センチュリーリース株式会社 95,034 長期リース債務

日立キャピタル（株） 16,587 長期リース債務

株式会社ＪＥＣＣ 14,219 長期リース債務

興銀リース株式会社 13,096 長期リース債務

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 1,808 長期リース債務

合　　　　計 140,746
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