
単位：円

資産の部
Ⅰ　固定資産
　１　有形固定資産
　　　土地 17,505,800,000
　　　建物 7,740,035,209
　　　　減価償却累計額 743,929,386 6,996,105,823
　　　構築物 195,543,383
　　　　減価償却累計額 39,017,125 156,526,258
　　　工具器具備品 557,393,448
　　　　減価償却累計額 275,532,426 281,861,022
　　　図書 712,787,078
　　　　有形固定資産合計 25,653,080,181
　２　無形固定資産
　　　ソフトウェア 80,327,192
　　　電話加入権 1,392,300
　　　　無形固定資産合計 81,719,492

固定資産合計 25,734,799,673
Ⅱ　流動資産
　　　現金及び預金 2,683,399,995
　　　未収学生納付金収入 608,650
　　　その他の未収入金 31,987,098
　　　その他の流動資産 74,300

流動資産合計 2,716,070,043
資産合計 28,450,869,716

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 341,902,069
　　　　資産見返寄附金 1,997,373
　　　　資産見返物品受贈額 572,895,280 916,794,722
　　　長期未払金 117,218,703
　　　PFI債務 5,440,900,018

固定負債合計 6,474,913,443
Ⅱ　流動負債
　　　運営費交付金債務 328,649,427
　　　寄附金債務 130,173,858
　　　前受受託事業費等 8,946,696
　　　前受金 1,071,600
　　　預り金 145,488,374
　　　１年以内返済予定PFI債務 508,862,658
　　　未払金 392,144,666
　　　未払消費税等 2,135,500
　　　引当金
　　　　賞与引当金 2,068,878 2,068,878

流動負債合計 1,519,541,657
負債合計 7,994,455,100

純資産の部
Ⅰ　資本金

　　　政府出資金 17,506,800,000

資本金合計 17,506,800,000

Ⅱ　資本剰余金

　　　資本剰余金 2,145,089,390

　　　損益外減価償却累計額(-) △771,198,870

　　　損益外減損損失累計額(-) △1,259,700

資本剰余金合計 1,372,630,820

Ⅲ　利益剰余金

　　　教育研究積立金 1,082,906,196

　　　積立金 129,527,384

　　　当期未処分利益 364,550,216

　　　（うち当期総利益  364,550,216 ）

　　　利益剰余金合計 1,576,983,796

　　　　　　　　純資産合計 20,456,414,616

　　　　　　　　　　　　負債純資産合計 28,450,869,716

注記  

　１　運営費交付金にて措置される賞与引当金見積額 86,325,399 円
　２　運営費交付金にて措置される退職給付引当金見積額 610,130,455 円

　　貸　借　対　照　表　　
平成20年3月31日



単位：円

経常費用
　業務費
　　教育経費 46,835,476
　　研究経費 149,215,858
　　教育研究支援経費 219,436,152
　　受託研究費等 38,206,293
　　受託事業費等 169,349,561
　　役員人件費 44,546,035
　　教員人件費
　　　常勤教員給与 750,199,334
　　　非常勤教員給与 20,705,855 770,905,189
　　職員人件費
　　　常勤職員給与 218,612,203
　　　非常勤職員給与 112,257,095 330,869,298 1,769,363,862
　一般管理費 271,681,045
　財務費用
　　支払利息 138,770,224
　雑　　損 543,060
　　　経常費用合計 2,180,358,191

経常収益
　運営費交付金収益 1,990,576,373
　授業料収益 136,224,250
　入学金収益 62,632,200
　検定料収益 8,199,800
　受託研究等収益
　　政府受託研究収益 1,200,000
　　民間等受託研究収益 43,894,296 45,094,296
　受託事業等収益
　　政府受託事業収益 102,438,566
　　民間等受託事業収益 84,574,394 187,012,960
　補助金等収益 3,000,000
　寄附金収益 27,712,077
　資産見返物品受贈額戻入 13,704,997
　資産見返運営費交付金等戻入 17,357,422
　資産見返寄附金戻入 76,942
　財務収益
　　受取利息 4,445,468 4,445,468
　雑　　益

　　間接経費収入 33,872,848

　　施設等貸付料 8,280,850

　　職員宿舎貸付料収入 4,685,077

　　文献複写収入 632,779
　　その他の雑収入 1,400,068 48,871,622
　　　経常収益合計 2,544,908,407

経常利益 364,550,216

当期純利益 364,550,216

当期総利益 364,550,216

　　損　益　計　算　書　　
平成19年4月1日　～　平成20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 △ 395,886,681
人件費支出 △ 1,217,951,086
その他の業務支出 △ 270,032,047
運営費交付金収入 2,031,851,000
授業料収入 135,879,050
入学金収入 62,068,200
検定料収入 8,199,800
受託研究等収入 35,385,464
受託事業等収入 207,555,925
補助金等収入 3,000,000
寄附金収入 36,245,500
その他の業務収入 55,570,642
預り金収入 △ 10,270,721
　　小計 681,615,046
国庫納付金の支払額 0

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 681,615,046

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 △ 40,658,542
定期預金等への支出 △ 795,870,329
施設費による収入 503,252,590
　　小計 △ 333,276,281
利息及び配当金の受取額 4,445,468

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 328,830,813

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務償還の支払額 △ 105,537,188
PFI債務償還の支払額 △ 497,704,371
　　小計 △ 603,241,559
利息の支払額 △ 144,425,979

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 747,667,538

Ⅳ　資金に係る換算差額 0

Ⅴ　資金増加額 △ 394,883,305

Ⅵ　資金期首残高 1,864,481,285

Ⅶ　資金期末残高 1,469,597,980

注記
　　　資金期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金 2,683,399,995 円
定期預金 △ 1,213,802,015 円
資金期末残高 1,469,597,980 円

　　キャッシュ・フロー計算書　　
平成19年4月１日～平成20年3月31日



単位：円

Ⅰ　当期未処分利益 364,550,216
　　　当期総利益 364,550,216

Ⅱ　利益処分額
　　　　　積立金 8,825,585

　　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金額
　　　　　教育研究積立金 355,724,631 364,550,216

　　利益の処分に関する書類（案）



単位：円

Ⅰ　業務費用
　（１）　損益計算書上の費用
　　　業務費 1,769,363,862
　　　一般管理費 271,681,045
　　　財務費用 138,770,224
　　　雑損 543,060 2,180,358,191

　（２）　（控除）自己収入等
　　　授業料収益 △ 136,224,250
　　　入学金収益 △ 62,632,200
　　　検定料収益 △ 8,199,800
　　　受託研究等収益 △ 45,094,296
　　　受託事業等収益 △ 187,012,960
　　　寄附金収益 △ 27,712,077
　　　財務収益 △ 4,445,468
　　　雑益 △ 14,998,774
　　　資産見返寄附金戻入 △ 76,942 △ 486,396,767
　　業務費用合計 1,693,961,424

Ⅱ　損益外減価償却相当額 256,979,490

Ⅲ　損益外減損損失相当額 0

Ⅳ　引当外賞与増加見積額 16,337,573

Ⅴ　引当外退職給付増加見積額 49,692,646

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 1,993,320
　　　政府出資の機会費用 239,142,752 241,136,072

Ⅶ　（控除）国庫納付金 0

Ⅷ　国立大学法人等業務実施コスト　 2,258,107,205

注記

機会費用の計算に当たっては、次のとおりの計算方法で行った。

１　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賃借取引の機会費用の計算方法

　　土地・建物以外の機会費用の計算方法

　　

２　政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
　　　政府出資に係る機会費用の計算に使用した利率は、日本相互証券が公表する第290回国債の平成２０年３月３１日
　　利回りを参考にし、１．２７５％で計算している。

　　国立大学法人等業務実施コスト計算書　　
平成19年4月1日～平成20年3月31日

　物品（その物品をリースした場合のリース金額の見積を業者から徴収し、その金額を持って計算している（リース期
間４年で算出））



　　も含む。）並びに減損損失の明細
（単位：円）

当期償却額 当期損益内 当期損益外

建物 7,653,712,379 - - 7,653,712,379 734,152,389 244,717,463 - - - 6,919,559,990

構築物 186,466,649 - - 186,466,649 36,786,081 12,262,027 - - - 149,680,568

工具器具備品 260,400 - - 260,400 260,400 - - - - -

図書 - - - - - - - - - -

計 7,840,439,428 - - 7,840,439,428 771,198,870 256,979,490 - - - 7,069,240,558

建物 78,432,710 7,890,120 - 86,322,830 9,776,997 3,617,481 - - - 76,545,833

構築物 9,076,734 - - 9,076,734 2,231,044 752,918 - - - 6,845,690

工具器具備品 547,440,109 9,692,939 - 557,133,048 275,272,026 92,252,533 - - - 281,861,022

図書 692,520,207 20,266,871 - 712,787,078 - - - - - 712,787,078

計 1,327,469,760 37,849,930 - 1,365,319,690 287,280,067 96,622,932 - - - 1,078,039,623

土地 17,505,800,000 - - 17,505,800,000 - - - - - 17,505,800,000

計 17,505,800,000 - - 17,505,800,000 - - - - - 17,505,800,000

土地 17,505,800,000 - - 17,505,800,000 - - - - - 17,505,800,000

建物 7,732,145,089 7,890,120 - 7,740,035,209 743,929,386 248,334,944 - - - 6,996,105,823

構築物 195,543,383 - - 195,543,383 39,017,125 13,014,945 - - - 156,526,258

工具器具備品 547,700,509 9,692,939 - 557,393,448 275,532,426 92,252,533 - - - 281,861,022

図書 692,520,207 20,266,871 - 712,787,078 - - - - - 712,787,078

計 26,673,709,188 37,849,930 - 26,711,559,118 1,058,478,937 353,602,422 - - - 25,653,080,181

ソフトウェア 182,840,206 13,354,411 - 196,194,617 115,867,425 37,489,914 - - - 80,327,192

電話加入権 2,652,000 - - 2,652,000 - - 1,259,700 - - 1,392,300

計 185,492,206 13,354,411 - 198,846,617 115,867,425 37,489,914 1,259,700 - - 81,719,492

(２)　たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(３)　無償使用国有財産等の明細　　

面積

(㎡) （円）

(４)　ＰＦＩの明細　　

事業名 摘要

(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)　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。

(10)－１　引当金の明細　　
（単位：円）

目的使用 その他

- 2,068,878 - -

- 2,068,878 - -

(10)－２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細　　

該当事項はありません。

(10)－３　退職給付引当金の明細　　
（単位：円）

年金資産

退職給付引当金

250,020

250,020

-

-

-

250,020-

-

-

-

種別 所在地

退職給付債務合計額

退職一時金に係る債務

区分

期首残高

期首残高

契約先

当期減少額

250,020

事業概要

当期増加額

施設所有形態

250,020

-

-

- -

-

未認識過去勤務債務及び
　　未認識数理計算上の差異

合計

物品

小計
工具器具備品

1,993,320

1,993,320

1,993,320

契約期間

　　附　属　明　細　書　

機会費用の金額
区分

（１）　固定資産の取得及び処分、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　

当期減少額 期末残高

構造 摘要

　　　　減価償却累計額

厚生年金基金に係る債務

当期減少額

賞与引当金

摘要

-

期末残高

摘要期末残高

250,020

当期増加額

平成15年6月25日
　　　　～

　　　平成30年3月31日

-

-

--

ＰＦＩ法に基づき、契約先事業者が政策研究大学院大学の
校舎（以下「施設」という。）を建設し、その後事業期間
中に係る施設の維持管理を実施する。なお、施設の所有権
は竣工検査合格をもって本学に移転する。施設の建設費用
並びに事業期間中の維持管理サービスに係る対価として本
学が契約先事業者に支払う金額は11,191,161,117円。事業
期間は平成15年6月25日から平成30年3月31日までの間。

ＢＴＯ方式

合計 2,068,878

2,068,878

区分

ＰＦＩ六本木ＧＲＩＰＳ株式会社
（東京都港区港南二丁目１５番２号）

政策研究大学院
大学施設整備等
事業

摘要
差引

当期末残高

　　　　減損損失累計額

-

　有形固定資産
（特定償却資産
　以外）

非償却資産

有形固定資産合計

資産の種類 期首残高 当期増加額

有形固定資産
（特定償却資

産）

無形固定資産



(11)　保証債務の明細

該当事項はありません。

(12)　資本金及び資本剰余金の明細　　
（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

17,506,800,000 - - 17,506,800,000

17,506,800,000 - - 17,506,800,000

1,639,634,800 503,252,590 - 2,142,887,390

2,202,000 - - 2,202,000

1,641,836,800 503,252,590 - 2,145,089,390

514,219,380 256,979,490 - 771,198,870

1,259,700 - - 1,259,700

1,126,357,720 246,273,100 - 1,372,630,820

(13)　積立金等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　　

（単位：円）

積立金

教育研究積立金

(13)－２　目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

(14)　業務費及び一般管理費の明細　　
（単位：円）

    教育経費

        学生関係事業費

            消耗品費 3,310,661

            備品費 1,215,060

            印刷製本費 2,721,504

            旅費交通費 306,960

            通信運搬費 1,114,036

            修繕費 256,155

            行事費 4,072,499

            諸会費 73,000

            会議費 131,546

            報酬・委託・手数料 4,241,715

            奨学費 580,450

            減価償却費 720,280 18,743,866

        講師等経費

            旅費交通費 1,970,096

            報酬・委託・手数料 1,747,140 3,717,236

        大学改善推進費(教育）

            減価償却費 243,600 243,600

        国際機関プログラム管理経費

            印刷製本費 420,525

            行事費 842,374

            報酬・委託・手数料 577,980

            その他 2,834,293 4,675,172

        保健センター事業費

            消耗品費 193,025

            通信運搬費 525

            諸会費 50,000

            報酬・委託・手数料 48,000 291,550

        プログラム推進費

            消耗品費 110,460

            旅費交通費 6,093,674

            通信運搬費 28,562

            貸借料 6,594

            会議費 1,806,022

            報酬・委託・手数料 1,268,929 9,314,241

        その他経費（教育）

            消耗品費 18,341

            備品費 182,800

            水道光熱費 4,166,306

            旅費交通費 1,916,890

            通信運搬費 276,301

            貸借料 982,800

            保守費 1,917,218

            会議費 376,030

            報酬・委託・手数料 13,125 9,849,811 46,835,476

    研究経費

        教官個人研究費

            消耗品費 21,675,655

            備品費 4,615,974

            印刷製本費 159,600

            旅費交通費 7,597,480

            通信運搬費 368,843

            賃借料 50,820

            修繕費 395,498

            諸会費 2,330,848

            会議費 7,030

            報酬・委託・手数料 5,015,483

            減価償却費 383,046

            雑費 84,218 42,684,495

        奨学寄附金経費

            消耗品費 3,069,057

            備品費 540,067

            印刷製本費 610,050

            旅費交通費 1,554,597

            通信運搬費 147,820

            修繕費 123,600

            諸会費 218,500

            会議費 3,371,486

            報酬・委託・手数料 6,069,104 15,704,281

        補助金等事業経費

            旅費交通費 3,000,000 3,000,000

413,859,681

摘要

-

-

当期減少額

8,614,244

当期増加額 期末残高

1,082,906,196

129,527,384

損益外減価償却累計額

計

120,913,140

期首残高

合計 789,959,655

資本金

区分

政府出資金

計

- 1,212,433,580422,473,925

資本剰余金

　承継資産

区分

資本剰余金

差引計

　施設費

669,046,515

損益外減損損失累計額

施設費により固定資産取得のため

剰余金の繰越承認があったため

摘要



        間接経費（研究）

            消耗品費 8,295,800

            備品費 370,000

            水道光熱費 4,651,064

            旅費交通費 220,000

            報酬・委託・手数料 12,293,037

            減価償却費 1,289,999 27,119,900

        大学改善推進費（研究）

            備品費 546,540

            印刷製本費 262,500

            旅費交通費 552,607

            通信運搬費 4,443

            諸会費 6,000

            会議費 536,685

            報酬・委託・手数料 2,143,849

            消耗品費 253,861 4,306,485

        プロジェクトセンター事業費

            消耗品費 3,677,398

            備品費 251,055

            印刷製本費 1,914,150

            旅費交通費 3,565,842

            通信運搬費 769,432

            賃借料 1,045,800

            保守費 2,439,887

            諸会費 5,000

            会議費 220,068

            報酬・委託・手数料 4,995,669

            雑費 63,000 18,947,301

        政策情報研究センター事業費

            印刷製本費 405,300

            旅費交通費 75,100

            報酬・委託・手数料 504,000 984,400

        その他経費（研究）

            消耗品費 107,246

            減価償却費 44,275

            水道光熱費 11,493,307

            旅費交通費 5,097,310

            通信運搬費 805,042

            貸借料 505,900

            保守費 1,575,823

            会議費 1,324,580

            報酬・委託・手数料 3,804,222

            受贈消耗品費 5,869,435 30,627,140

        国際研究集会・交流事業費

            会議費 20,800 20,800

        比較地方自治研究センター事業費

            消耗品費 290,214

            印刷製本費 607,530

            旅費交通費 626,540

            通信運搬費 140,920

            会議費 1,394,816

            報酬・委託・手数料 2,761,036 5,821,056 149,215,858

    教育研究支援経費

        図書館事業費

            消耗品費 39,256,630

            備品費 258,153

            通信運搬費 53,310

            修繕費 5,000

            諸会費 121,000

            報酬・委託・手数料 2,049,139

            減価償却費 10,824,431

            雑費 6,300

            文献複写料 197,461 52,771,424

        情報ネットワーク関係経費

            消耗品費 4,009,531

            備品費 771,750

            通信運搬費 3,654,000

            保守費 6,315,912

            修繕費 77,490

            報酬・委託・手数料 39,155,550

            減価償却費 106,577,809 160,562,042

        その他経費（教育研究）

            水道光熱費 3,789,771

            通信運搬費 251,335

            貸借料 529,200

            保守費 1,532,380 6,102,686 219,436,152

    受託研究費等 38,206,293

    受託事業費等 169,349,561

    役員人件費

        役員報酬

            給与 32,633,120

            賞与 9,239,865

            法定福利費 2,673,050 44,546,035 44,546,035

    教員人件費

        常勤教員給与

            給与 465,356,388

            賞与 173,615,856

　　　　　　賞与引当金繰入額 524,263

            退職給付費用 37,467,053

            法定福利費 73,235,774 750,199,334

        非常勤講師手当

            給与 20,615,090

            法定福利費 90,765 20,705,855 770,905,189

    職員人件費

        常勤職員給与

            給与 150,115,772

            賞与 44,014,724

            退職給付費用 1,812,300

            法定福利費 22,669,407 218,612,203

        非常勤職員給与

            給与 91,648,791

            賞与 6,231,142

　　　　　　賞与引当金繰入額 1,544,615

            退職給付費用 3,035,190

            法定福利費 9,797,357 112,257,095 330,869,298

    一般管理費

        消耗品費 7,883,990

        備品費 3,624,620

        印刷製本費 2,368,360

        水道光熱費 9,903,675

        旅費交通費 14,689,502

        通信運搬費 5,784,405



        賃借料 2,631,504

        福利厚生費 1,146,750

        保守費 8,679,605

        修繕費 292,498

        改修費 2,873,850

        損害保険料 1,010,220

　　　　行事費 1,028,556

        諸会費 2,402,000

        会議費 723,780

        報酬・委託・手数料 38,350,017

        公租公課 4,265,442

        減価償却費 9,141,658

        雑費 2,447,523

        ＰＦＩ費用 152,433,090 271,681,045

注記

　１．常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員

　２．非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員

(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：円）

運営費交付金
収益

資産見返運営費
交付金

資本剰余金

16 22,204,516 5,848,516 - -

17 148,496,467 33,430,837 - -

18 161,169,108 26,373,161 - -

19 - 1,924,923,859 44,495,291 -

合計 331,870,091 1,990,576,373 44,495,291 -

（15）－２　運営費交付金収益 （単位：円）

(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 （単位：円）

（16）－２　補助金等の明細 （単位：円）

3,000,000 - - - - 3,000,000

3,000,000 - - - - 3,000,000

(17)　役員及び教職員の給与の明細　　
（単位：円、人）

注記

　１．役員報酬は、国立大学法人政策研究大学院大学役員報酬規程に基づき支給

　２．役員の退職手当は、国立大学法人政策研究大学院大学役員退職手当規程に基づき支給

　３．教職員の給与は、国立大学法人政策研究大学院大学教職員給与規程に基づき支給

　４．教職員の退職手当は、国立大学法人政策研究大学院大学教職員退職手当規程に基づき支給

　５．給与の支給人員数は年間の支給人員の平均数

　６．常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員

　７．非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員

　８．支給額の上段（　）書きは、承継職員等に係る支給額

　９．上記計数は、賞与引当金繰入額及び法定福利費を含まない

(18)　開示すべきセグメント情報　　

　　　　　　　単一の事業活動を営んでいるためセグメント情報の記載は省略する。

(19)　寄附金の明細　　
（単位：円、件）

(20)　受託研究の明細　　
（単位：円）

(-)

3,285,210

(39,279,353)

951,597,763

868,975,725

161
42,564,563

102

(39,279,353)

64

支給額

報酬又は給与

支給人員

合計 44,188,569-

区分

常勤

当期受入

区分 期首残高

区分

政策研究大学院大学

合計

44,188,569

摘要件数

教職員 非常勤

計

役員

合計

36,245,500

(-)

124,495,023

(908,126,756)

(35,872,985)

常勤

非常勤

非常勤

常勤

計

-

左の会計処理内訳

資本剰余金
建設仮勘定
見返施設費

その他

-

計

（六本木）施設整備事業(PFI事業）

-

5,848,516

-

(-)

44,188,569

29

期末残高当期受入額

(39,279,353)

25

25

受託研究等収益

166
(943,999,741)

19

10

19

29

10

993,470,748

(943,999,741)

39,279,353

42,564,563

政策研究大学院大学 -

2

833,102,740

41,872,985
5

100

(-)

6,000,000

35,872,985

(35,872,985)

(-)

(908,126,756)

退職給付

3

-

支給人員

(39,279,353)

-

-

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
摘要

-503,252,590

503,252,590

61
118,495,023

(-)

-

3,285,210

39,279,353

(-)

(-)

33,430,837

合計

0

26,373,161

合計

- 503,252,590

区分 当期交付額

503,252,590

-

-

2,031,851,000

業務等区分 平成16年度交付分

2,031,851,000

当期振替額

小計

5,848,516

期首残高
交付金当期
交付額

交付年度

- 26,373,161 134,795,947

期末残高

-

1,924,923,859

支給額

平成19年度交付分

2,035,071,664

287,873,950

34,871,200

16,356,000

摘要

115,065,63033,430,837

1,990,576,373

1,969,419,150 62,431,850

-

-

44,188,569

計

36,245,500

平成17年度交付分 平成18年度交付分

328,649,427

1,602,178,709- 1,602,178,709-

合計

-

5,848,516

期間進行基準適用対象業務

研究拠点形成費補助金（海外先進研究実践支援）

区分

当期振替額

当期交付額

33,430,837

費用進行基準適用対象業務

業務達成基準適用対象業務

327,153,303

61,244,361

-

26,373,161



(21)　共同研究の明細　　
（単位：円）

(22)　受託事業等の明細　　
（単位：円）

(23)　科学研究費補助金の明細　　
（単位：円）

注記　当期受入欄は、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については外数として（　）内に記載している。

(24)　主な資産、負債、費用及び収益の明細　　

（24）－１　現金及び預金の内訳 （単位：円）

（24）－２　預金の内訳 （単位：円）

合　計
(205,227,938)

33,872,848

特別研究員奨励費
(1,700,000)

-

(1,600,000)

研究拠点形成費補助金
(113,000,000)

11,300,000

厚生労働科学研究費補助金

(5,700,000)
研究成果公開促進費

-

-

1
(1,084,780)

1

若手研究（スタートアップ）
(4,465,483)

若手研究（Ａ）

若手研究（Ｂ）

-

萌芽研究

-

402,848

-

(1,342,828)

(8,600,000)

6,300,000

- 3,899,444

21,968,000

3,126,500

26,400,000

特定領域研究

公共管理及びリーダーシップ開発研修プログラム

-

インドネシアリンケージプログラム

インドネシア共和国：プログラムローン政策提言強化業務
（財政政策・ガバナンス）

-

-

-

平成19年度円借款事業事後評価業務（ベトナム（Ⅲ）） -

イノベーションシステム・マネジメントの国際比較に関する調査

期首残高 当期受入額

-

知的財産政策エキスパート育成ユニット

-

自治制度及び運用実態情報海外紹介等支援事業

3,078,025地震防災に関するネットワーク型共同研究

23,435,000

76,680,541-

-

-

期首残高

区分

905,727

区分

合計

905,727政策研究大学院大学

基盤研究（Ｃ）

基盤研究（Ｂ）
13,290,000

(41,900,000)

2,130,000

受託研究等収益

- 905,727

間接経費相当分　２２件

間接経費相当分　１件

間接経費相当分　１件

40

-

8

2

4

1

2

5

17,453,304

3,078,025

76,680,541

-

-

期末残高

564,001

期末残高

-

当期受入額

6,300,000

23,435,000

-

-

-

受託事業等収益

905,727

564,001

-

-

195,959,656

-

多様な担い手の連携によるまちづくりのガイドラインに関する調査検討業務 - 22,680,000 22,680,000

シニアエグゼクティブ能力開発（研修）プログラム -

--

(17,720,000)

間接経費相当分　１２件

-

摘要

5,453,045

8,946,696

3

12

間接経費相当分　３件

5,453,045

種　目

基盤研究（Ａ）

合計

当期受入

6,750,000

-

件　数

1
(2,200,000)

2,375,100

定期借地権を活用した住環境形成等方策に関する調査

2,375,100

21,968,000ライフサイエンス研究の成果展開方策とその効果に関する調査研究

-

8,946,696

-3,899,444

3,126,500

区分 金額 摘要

間接経費相当分　５件
(5,914,847)

187,012,960

現　　金 106,650

区分 金額 摘要

合計 2,683,399,995

預　　金 2,683,293,345

合計 2,683,293,345

普通預金 1,469,491,330

定期預金 1,213,802,015
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 当事業年度より、改訂後の「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」

報告書（国立大学法人会計基準等検討会議 平成１９年１２月１２日改訂（以下「会計基

準」という。）を適用して財務諸表を作成している。 

 

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る。 

なお、特殊要因経費のうち退職一時金については費用進行基準を、また、特別教育研

究経費及び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

定に従い業務達成基準あるい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、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る。 

主な資産の耐用年数は次のとおりである。 

    建    物  ６～４７年 

    構  築  物 １０～５０年 

    工具器具備品  ３～１５年 

     また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第８３）に該当する資産の減価償却

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、学内利用のソフトウェアについては、学内における利用可能期間

（５年）に基づいている。 

 

３ 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

  運営費交付金により財源措置がなされていない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に基づき、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、

事業年度末に在職する役職員について、当期末の自己都合による退職給付要支給額から

前期末の自己都合による退職給付要支給額を控除した額から、業務費用として計上され

ている退職給付費用の額を控除して計算している。 

 

４ 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準 

   運営費交付金により財源措置がなされていない教職員の賞与の支払いに備えるため、

当該職員に対する賞与支給見込額のうち、当該事業年度に帰属する額を計上している。 

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賞与増加見積額は、当事

業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上している。 

 

５ リース取引の処理方法 

  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。  

 

６ 消費税等の会計処理 

  消費税の会計処理は、税込方式により処理している。 
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１ 引当外賞与増加見積額の計上 

  会計基準の改訂に伴い、国立大学法人等業務実施コスト計算書については、当事業年

度より引当外賞与増加見積額を計上している。これにより、前事業年度と同一の方法に

よった場合と比べて、国立大学法人等業務実施コストが１６，３３７，５７３円増加し

ている。 

 

２ 貸借対照表における表示変更 

  会計基準の改訂に伴い、貸借対照表については、前事業年度まで資産の部、負債の部

及び資本の部に区分して表示していたが、当事業年度より、資産の部、負債の部及び純

資産の部に区分して表示している。 

  なお、これまでの資本の部の合計に相当する金額は２０，４５１，８３０，９５８円

である。 

 

 

１ 政策研究大学院大学施設整備等事業契約（ＰＦＩ事業） 

     契 約 期 間  ：平成１５年６月２５日～平成３０年３月３１日 

     契 約 金 額  ：１１，２６４，３２３，５１９円 

     事業契約第 50 条による支払変更金額 

              ：  △ ７３，１６２，４０２円 

     債務履行金額   ： ２，６１１，８７４，６５６円 

当期に計上した 

債務の金額  ： ６，０９２，３０４，９０８円 

     翌期以降計上する 

       債務の金額  ： ２，４８６，９８１，５５３円 

 

２ 政策研究大学院大学キャンパスネットワークシステム賃貸借契約 

     契 約 期 間  ：平成１７年４月１日～平成２２年３月３１日 

     契 約 金 額  ：   ５７６，４５０，０００円 

     債務履行金額   ：   ３３６，２６２，５００円 

     当期に計上した 

  債務の金額  ：   ２２４，８０７，５５６円 

     翌期以降計上する 

       債務の金額  ：    １５，３７９，９４４円 

 

３ 政策研究大学院大学キャンパスネットワーク管理運用業務 

     契 約 期 間  ：平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日 

     契 約 金 額  ：   １１０，２５０，０００円 

     債務履行金額   ：    ３３，６８６，７３０円 

     当期に計上した 

  債務の金額  ：     ３，０６３，２７０円 

     翌期以降計上する 

       債務の金額  ：    ７３，５００，０００円 

 

重要な後発事象は発生していない。 


