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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 6,136,610

建物 7,655,830

減価償却累計額 487,864 7,167,966

構築物 324,135

減価償却累計額 20,956 303,179

車両運搬具 5,213

減価償却累計額 87 5,126

工具器具備品 252,257

減価償却累計額 77,785 174,471

図書 973,159

美術品・収蔵品 106,240

有形固定資産合計 14,866,750

２　無形固定資産

ソフトウェア 61,486

電話加入権 132

特許権仮勘定 1,643

無形固定資産合計 63,262

３　投資その他の資産

投資有価証券 100,087

長期貸付金（県債） 20,000

その他 21

投資その他の資産合計 120,108

固定資産合計 15,050,120

Ⅱ　流動資産

現金及び預金 869,660

有価証券 100,027

未収学生納付金収入 804

その他未収入金 3,196

貯蔵品 427

未成受託研究 1,866

前払費用 1,080

未収収益 1,625

立替金 1,290

流動資産合計 979,975

資産合計 16,030,095

貸　借　対　照　表
（平成２１年３月３１日）

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 114,109

資産見返補助金等 8,376

資産見返寄附金 24,512

資産見返物品受贈額 1,214,379

特許権仮勘定見返運営費交付金等 305 1,361,680

長期寄附金債務 252,183

長期リース債務 117,089

固定負債合計 1,730,952

Ⅱ　流動負債

資産見返負債

資産見返物品受贈額 50 50

寄附金債務 40,611

前受受託研究費等 1,866

預り科学研究費補助金等 1,938

預り金 204,984

未払金 216,485

リース債務 53,210

未払消費税等 291

その他 88

流動負債合計 519,523

負債合計 2,250,475

純資産の部

Ⅰ　資本金

島根県出資金 13,783,440

資本金合計 13,783,440

Ⅱ　資本剰余金

資本剰余金 106,372

損益外減価償却累計額（－） ▲ 487,739

資本剰余金合計 ▲ 381,367

Ⅲ　利益剰余金

教育研究及び業務運営充実積立金 211,191

積立金 1,833

当期末処分利益 164,524

（うち当期総利益　164,524）

利益剰余金合計 377,547

純資産合計 13,779,620

負債純資産合計 16,030,095
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(単位：千円）

経常費用
業務費
教育経費 579,285
研究経費 150,798
教育研究支援経費 186,203
受託研究費 194
受託事業費 19,096
役員人件費 33,517
教員人件費 1,069,263
職員人件費 497,631 2,535,987

一般管理費 167,725
財務費用
支払利息 7,293 7,293

雑損 338 338
経常費用合計 2,711,342

経常収益
運営費交付金収益 1,556,647
授業料収益 847,449
入学金収益 114,180
検定料収益 39,806
受託研究等収益
国又は地方公共団体からの受託研究等収益 194 194

受託事業等収益
国又は地方公共団体からの受託事業等収益 15,870 15,870

寄附金収益 28,108
補助金等収益 77,412
施設費収益 50,229
資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金等戻入 2,686
資産見返補助金等戻入 675
資産見返寄附金戻入 105
資産見返物品受贈額戻入 38,015 41,482

財務収益
受取利息 1,233
有価証券利息 535 1,768

雑益
財産貸付料収入 85,468
その他雑益 17,253 102,721

経常収益合計 2,875,866

経常利益 164,524

当期純利益 164,524

当期総利益 164,524

損益計算書
（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日）

３



(単位：千円）

▲ 779,145

▲ 1,604,400

▲ 136,330

1,636,822

736,982

112,771

39,806

9,055

16,626

501

92,952

99,442

9,411

234,493

▲ 420,828

350,000

▲ 100,170

▲ 63,930

65,612

▲ 169,315

2,507

▲ 166,809

▲ 47,877

▲ 47,877

▲ 7,260

▲ 55,137

12,547

506,286

518,833Ⅵ　資金期末残高

　　　　　　　利息及び配当金の受取額

　　　　　 投資活動によるキャッシュ･フロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　　    リース債務返済による支出

　　　　　    小計

　　　　　    利息の支払額

　　　　　 財務活動によるキャッシュ･フロー

Ⅳ　資金増加額

Ⅴ　資金期首残高

　　　　　    小計

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ･フロー

　　　　　　　定期預金の預け入れによる支出

　　　　　　　定期預金の払い戻しによる収入

　　　　　　　有価証券の取得による支出

　　　　　　　有形固定資産の取得による支出

　　　　　　　施設費による収入

　　 　　　業務活動によるキャッシュ･フロー

　　　　　　　運営費交付金収入

　　　　　　　授業料収入

　　　　　　　入学金収入

　　　　　　　検定料収入

　　　　　　　受託研究等収入

　　　　　　　受託事業等収入

　　　　　　　寄附金収入

　　　　　　　補助金等収入

　　　　　　　その他の業務収入

　　　　　　　預り金の増減額

　　　　　　　その他の業務支出

キャッシュ･フロー計算書
（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日）

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

　　　　　　　人件費支出

４



(単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 164,523,698

当期総利益 164,523,698

Ⅱ　利益処分額

積立金 －

地方独立行政法人法第４０条第３項により

島根県知事の承認を受けた額

教育研究及び業務運営充実積立金 164,523,698 164,523,698

利益の処分に関する書類

５



(単位：千円）

Ⅰ　業務費用

（１）　損益計算書上の費用

業務費 2,535,987

一般管理費 167,725

財務費用 7,293

雑損 338 2,711,342

（２）　（控除）自己収入等

授業料収益 ▲ 847,449

入学金収益 ▲ 114,180

検定料収益 ▲ 39,806

受託研究等収益 ▲ 194

受託事業等収益 ▲ 15,870

寄附金収益 ▲ 28,108

資産見返寄附金戻入 ▲ 105

財務収益 ▲ 1,768

雑益 ▲ 96,296 ▲ 1,143,776

　　 業務費用合計 1,567,566

Ⅱ　損益外減価償却相当額

損益外減価償却相当額 243,869 243,869

Ⅲ　引当外賞与増加見積額 ▲ 9,958

Ⅳ　引当外退職給付増加見積額 ▲ 36,728

Ⅴ　機会費用

地方公共団体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 14,817

島根県出資の機会費用 181,222 196,039

Ⅵ　行政サービス実施コスト 1,960,788

行政サービス実施コスト計算書
（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日）

６



７ 

注    記 

 

Ⅰ 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 

  期間進行基準を使用しています。 

  なお、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通りです。 

 建物      ５年～３９年    構築物     ２１年～４６年 

 工具器具備品  ５年～８年     車両運搬具   ５年 

    また、特定の償却資産（地方独立行政法人法会計基準第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、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 退職給付および賞与に係る引当金及び見積額の計上基準 

（１） 役員及び職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるた 

   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、地 

   方独立行政法人会計基準第８６第４項に基づき計算された退職一時金に係る当事業 

   年度末の引当外退職給付見積額から前事業年度末における同見積額を控除した額を 

   計上しています。 

（２） 賞与については、運営費交付金より財源措置がされるため、賞与に係る引当金は 

   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賞与増加見積額は、当事業 

   年度末における引当外賞与見積額（翌期の運営費交付金から充当される賞与支給見 

   込額のうち、当事業年度の支給対象期間に応じる額）から、前事業年度末における 

   同見積額を控除した額を計上しています。 

４ 有価証券の評価基準及び評価方法 

  満期保有目的債券 

  償却原価法を採用しています。 

５ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  貯蔵品     最終仕入原価法による低価法を採用しています。 

  未成受託研究  個別法による低価法を採用しています。 

６ 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 

（１） 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 

    近傍類似地より比準した固定資産評価相当額を参考に計算しています。 

（２） 地方公共団体出資の機会費用の計算方法 

    平成２１年３月末における国債利回りを参考に１．３４０％で計算しています。 

 



８ 

７ リース取引の会計処理 

  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。 

８ 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。 

９ 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。 

 

Ⅱ 重要な会計方針の変更 

 

１ 「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」の改訂（平成２０年 

  １１月２７日）に伴い、当期より従来の資本の部を純資産の部に変更しております。 

   なお、従来の資本の部に相当する金額は、１３，７７９，６２０千円です。 

 

Ⅲ 貸借対照表関係 

 

１ 引当外退職給付見積額 

  翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額は 

 １，２４２，２９８千円です。 

２ 引当外賞与見積額 

  翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与見積額は８５，３３０千円です。 

 

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科目別内訳 

  平成２１年３月３１日 

   現金及び預金                   ８６９，６６０千円 

   定期預金                    ▲３５０，８２８千円 

   資金期末残高                   ５１８，８３３千円 

２ 重要な非資金取引 

（１）ファイナンス・リースによる資産の取得       １０８，７３６千円 

（２）現物寄附による資産の取得              １４，１４６千円 

 

Ⅴ 行政サービス実施コスト計算書関係 

（１）引当外賞与増加見積額並びに引当外退職給付増加額には、島根県からの派遣職員に 

  かかるものが▲１３，９６２千円並びに▲６１，２２１千円含まれています。 

（２）機会費用のうち設立団体（島根県）に係る額     １８１，２２２千円 

 

Ⅵ 重要な債務負担行為 

  当期に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは、以下の通りです。 

（１）契約内容 

          島根県立大学浜田キャンパスの施設・設備総合管理業務 

（２）契約年月日                 平成２１年３月１７日 

（３）契約金額                   １８９，７９４千円 

 

Ⅶ 重要な後発事象 

  該当事項はありません。 



附属明細書

（１）固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（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。）の明細

(単位：千円）

当期償却額

建物 7,646,830 － － 7,646,830 487,739 243,869 7,159,091

計 7,646,830 － － 7,646,830 487,739 243,869 7,159,091

建物 － 9,000 － 9,000 125 125 8,875

構築物 324,135 － － 324,135 20,956 9,828 303,179

車両運搬具 － 5,213 － 5,213 87 87 5,126

工具器具備品 155,503 96,754 － 252,257 77,785 43,614 174,471 （注１）

図書 953,003 40,250 20,094 973,159 － － 973,159

計 1,432,641 151,217 20,094 1,563,764 98,953 53,654 1,464,810

土地 6,136,610 － － － － － 6,136,610

美術品・収蔵品 106,240 － － － － － 106,240

計 6,242,850 － － － － － 6,242,850

土地 6,136,610 － － 6,136,610 － － 6,136,610

建物 7,646,830 9,000 － 7,655,830 487,864 243,994 7,167,966

構築物 324,135 － － 324,135 20,956 9,828 303,179

車両運搬具 － 5,213 － 5,213 87 87 5,126

工具器具備品 155,503 96,754 － 252,257 77,785 43,614 174,471

図書 953,003 40,250 20,094 973,159 － － 973,159

美術品・収蔵品 106,240 － － 106,240 － － 106,240

計 15,322,321 151,217 20,094 15,453,444 586,692 297,523 14,866,750

ソフトウェア 28,974 57,182 － 86,156 24,669 18,660 61,486 （注２）

電話加入権 132 － － 132 － － 132

特許権仮勘定 1,643 － － 1,643 － － 1,643

計 30,749 57,182 － 87,931 24,669 18,660 63,262

投資有価証券 100,064 100,187 100,164 100,087 － － 100,087

長期貸付金（県債） 20,000 － － 20,000 － － 20,000

その他 － 21 － 21 － － 21

計 120,064 100,208 100,164 120,108 － － 120,108

（注１）　当期増加額は、主に統合学生情報システム構築に伴うサーバー等の設置　21,420千円によるものです。

（注２）　当期増加額は、主に統合学生情報システムの構築　46,620千円によるものです。

無形固定資産

投資その他の資産

差引当期
末残高

摘　　要

有形固定資産
(特定償却資産)

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 当期減少額 期末残高
減価償却累計額

９



（２）　たな卸資産の明細

（単位：千円）

当期購入 その他 払出 その他

貯蔵品 449 1,698 4 1,724 － 427

未成受託研究 － 1,866 － － － 1,866 （注）

計 449 3,564 4 1,724 － 2,293

（注）　複数年契約による受託研究費の当期執行額を計上しています。

摘　　要種　 類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高
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（３）　無償使用国有財産等の明細

区　分 種　別 所在地 面　積　（㎡） 構　造
機会費用の
金額（千円）

摘　　要

宅　地 浜田市黒川町１９５番１ 432 － 292

雑種地 浜田市野原町８５９番１　外 39,511.28 － 14,525

合　計 39,943.28 － 14,817

土　地
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（４）　有価証券の明細

（４）－１　流動資産として計上された有価証券

(単位：千円）

100,128 100,000 100,027 －

100,128 100,000 100,027 －

貸借対照表
計上額

100,027

（４）－２　投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：千円）

100,187 100,000 100,087 －

100,187 100,000 100,087 －

貸借対照表
計上額

100,087

満期保有目
的債券

種類及び銘柄 取得価額 券面総額
貸借対照表
計上額

満期保有目
的債券

種類及び銘柄 取得価額 券面総額
貸借対照表
計上額

第270回債
　利付国債2年

計

摘　　要

第264回債
　利付国債2年

計

当期損益に
含まれた評
価差額

摘　　要

当期損益に
含まれた評
価差額
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（５）　長期貸付金の明細

(単位：千円）

回収額 償却額

長期貸付金（県債） 20,000 － － － 20,000

計 20,000 － － － 20,000

（６）　長期借入金の明細
　　　　　該当事項がないため、記載を省略しております。

（７）　引当金の明細
　　　　　該当事項がないため、記載を省略しております。

（８）　保証債務の明細
　　　　　該当事項がないため、記載を省略しております。

摘　　要区　　　　分 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
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（９）　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

島根県出資金 13,783,440 － － 13,783,440

計 13,783,440 － － 13,783,440

資本剰余金 － － － －

無償譲与 106,372 － － 106,372

計 106,372 － － 106,372

損益外減価償
却累計額

▲ 243,869 ▲ 243,869 － ▲ 487,739

差引計 ▲ 243,869 ▲ 243,869 － ▲ 381,367

（１０）　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）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　　要

－ 211,191 － 211,191 (注１)

－ 1,833 － 1,833 （注２）

－ 213,024 － 213,024

(注１)　当期増加額は、平成19年度に発生した当期総利益の一部を島根県知事の承認を受け目的積立
　　　　金として整理したことによるものです。
(注２)　当期増加額は、平成19年度に発生した当期総利益の一部を積立金として整理したことによるもの
　　　　です。

地方独立行政法人法第40条第
1項積立金

区　　　　分

資本金

資本剰余金

区　　　　分

地方独立行政法人法第40条第
3項積立金
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（１１）　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細　

（１１）－１　運営費交付金債務

平成２０年度 － 1,636,822 1,556,647 80,175 － － 1,636,822 －

合　　　計 － 1,636,822 1,556,647 80,175 － － 1,636,822 －

（１１）－2　運営費交付金収益

（単位：千円）

業務等区分

（単位：千円）

交付年度 期首残高
交付金当
期交付額

当期振替額

期末残高
運営費交
付金収益

資産見返
運営費交
付金等

特許権仮
勘定見返
運営費交
付金等

資本剰余
金

小計

合　　　　　　計 1,556,647 1,556,647

平成２０年度交付分 合　　　計

費用進行基準 68,198 68,198

期間進行基準 1,488,449 1,488,449

１５



（１６）　上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①　現金及び預金の明細 （単位：千円）
区　　分 期末残高 摘　　要

小口現金 39
現金 321
普通預金 518,473
定期預金 350,828

合　　計 869,660

②　未払金の明細 （単位：千円）
期末残高 摘　　要

14,171
14,042
8,768

（株）ニッセイコム　広島支店 8,415
7,433
163,656
216,485

③　寄附金の明細 （単位：千円、件）
区　　分 当期受入 件　　数 摘　　要
― 14,647 9,860 現物寄付：14,146千円、9,857件

合　　計 14,647 9,860

④　受託研究の明細 （単位：千円）
区　　分 期首残高 当期受入額 受託研究収益 期末残高
― － 2,060 194 1,866

合　　計 － 2,060 194 1,866

（注）　セグメントは単一のため、区分欄は記載を省略しております。

⑤　受託事業の明細 （単位：千円）
区　　分 期首残高 当期受入額 受託事業収益 期末残高
― － 15,870 15,870 －

合　　計 － 15,870 15,870 －

（注）　セグメントは単一のため、区分欄は記載を省略しております。

⑥　科学研究費補助金の明細 （単位：千円、件）
種　　目 当期受入 件　　数 摘　　要

特別推進研究
　　　　（1,400）
　　　　　420

1

基盤研究B
　　　　（7,421）
　　　　　2,226

9

基盤研究C
　　　　　（4,950）
　　　　　1,485

8

萌芽研究
　　　　　（1,100）

　　　　　―
1

若手研究B
　　　　　（6,606）
　　　　　1,982

8

若手研究ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ
　　　　（1,040）
　　　　　312

1

合　　計
　　　　（22,517）
　　　　　6,425

28

（注）　上段(　)内に直接経費相当額、下段に間接経費相当額を記載しております。

⑦　財産貸付料収入の明細 （単位：千円）
区　　分 期末残高 摘　　要

財産貸付料収入 15,327
宿舎貸付料収入 23,211
学生寮貸付料収入 46,930

合　　計 85,468

合　　　　　　　　計

区　　　　　　　　分
文部科学省
三菱電機ビルテクノサービス（株）中国支社
（株）エミットジャパン

和幸電通（株）
その他
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（１２）　地方公共団体等からの財源措置の明細　

（１２）－１　施設費の明細

左の会計処理内訳

建設仮勘定
見返施設費

資本剰余金 その他

50,229 － － 50,229

50,229 － － 50,229

（１２）－２　補助金等の明細

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

新たな社会的
ニーズに対応し
た学生支援プロ
グラム

19,998 － － － － 19,998

現代的教育ニー
ズ取組支援プロ
グラム(浜田）

17,131 － 295 － － 16,836

特色ある大学教
育支援プログラ
ム

11,014 － 2,447 － － 8,567

現代的教育ニー
ズ取組支援プロ
グラム(出雲）

16,743 － － － － 16,743

質の高い教育推
進プログラム 19,867 － 4,600 － － 15,267

　合　　　計 84,753 － 7,342 － － 77,412

（単位：千円）

区　　　分 当期交付額 　摘　　　要

松江ｷｬﾝﾊﾟｽ3号棟
外壁改修工事

計

（単位：千円）

　区　　　分 当期交付額

当期振替額

　摘　　　要
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（１３）　役員及び教職員の給与の明細　

　　　　　　　　　（単位：千円、人）

支給額 支給人員 支給額 支給人員

常　 勤 25,182 2 6,105 2

非常勤 333 5 － －

計 25,515 7 6,105 2

常　 勤 1,212,569 188 62,807 6

非常勤 134,184 155 － －

計 1,346,753 343 62,807 6

常　 勤 1,237,751 190 68,912 8

非常勤 134,517 160 － －

計 1,372,268 350 68,912 8

（注1）役員に対する報酬は、公立大学法人島根県立大学役員報酬規程に基づき支給しています。

（注2）教職員の給与は、公立大学法人島根県立大学職員給与規程、公立大学法人島根県立大学

　　　　任期付教員給与規程、公立大学法人島根県立大学任期付事務職員等給与規程、公立大学

　　　　法人島根県立大学非常勤職員給与規程及び公立大学法人島根県立大学嘱託助手給与規

　　　　程に基づき支給しています。

（注3）役員の退職給付は、公立大学法人島根県立大学役員退職手当規程に基づき支給していま

　　　　す。また、教職員の退職給付は、公立大学法人島根県立大学職員退職手当規程に基づき

　　　　支給しています。

（注4）非常勤役員には経営委員を、非常勤教職員には非常勤講師及びその他業務委嘱者を含ん

　　　　でいます。なお、受託研究費等により雇用するものの人件費は、５，７２０千円です。

（注5）支給人員は平均支給人員数を記載しています。ただし、非常勤役員については実人員数を

　　　　記載しています。

（注6）本表の支給額には法定福利費は含まれておりません。

（１４）　開示すべきセグメント情報

　　　　　該当事項がないため、記載を省略しております。

合　 計

区　　　分
報酬又は給与 退職給付

役　 員

教職員
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（１５）　業務費及び一般管理費の明細

（単位：千円）
教育経費 受託事業費

消耗品費 22,542 雑給 5,645
管理物品費 5,479 法定福利費 639
印刷製本費 19,625 消耗品費 1,639
水道光熱費 61,907 印刷製本費 708
旅費交通費 47,180 旅費交通費 5,244
通信運搬費 11,527 通信運搬費 696
賃借料 6,366 賃借料 379
車両燃料費 1 業務委託費 39
業務委託費 172,839 広告宣伝費 105
修繕費 74,681 行事費 2
損害保険料 17 会議費 128
広告宣伝費 4,119 報酬･手数料 2,673
行事費 2,794 図書費 116
諸会費 634 支払リース料 1,083 19,096
会議費 77 役員人件費
報酬･手数料 4,556 報酬 18,476
奨学費 126,942 賞与 7,039
減価償却費 1,780 退職給付費用 6,105
貸倒損失 536 法定福利費 1,898 33,517
図書費 1,277 教員人件費
支払リース料 8,185 常勤教員給与
交際費 686 給料 612,311
租税公課 74 賞与 226,222
雑費 5,462 579,285 退職給付費用 62,807

研究経費 法定福利費 107,498 1,008,837
消耗品費 23,482 非常勤教員給与
管理物品費 8,633 給料 59,403
印刷製本費 12,761 法定福利費 1,023 60,425 1,069,263
水道光熱費 8,518 職員人件費
旅費交通費 37,108 常勤職員給与
通信運搬費 3,580 給料 301,078
賃借料 855 賞与 72,958
業務委託費 19,902 法定福利費 41,948 415,984
修繕費 3,527 非常勤職員給与
損害保険料 3 給料 74,781
行事費 1,428 法定福利費 6,865 81,646 497,631
諸会費 2,500 一般管理費
会議費 204 消耗品費 20,195
報酬･手数料 3,621 管理物品費 2,033
減価償却費 456 印刷製本費 15,815
図書費 22,711 水道光熱費 11,986
交際費 996 旅費交通費 13,071
租税公課 2 通信運搬費 3,293
雑費 514 150,798 賃借料 1,145

教育研究支援経費 車両燃料費 1,188
消耗品費 17,626 福利厚生費 1,254
管理物品費 9,895 業務委託費 44,248
印刷製本費 2,106 修繕費 10,152
水道光熱費 8,191 損害保険料 1,497
旅費交通費 594 広告宣伝費 4,354
通信運搬費 9,892 行事費 830
賃借料 144 諸会費 2,267
業務委託費 51,668 会議費等 29
修繕費 2,753 報酬･手数料 1,495
諸会費 776 租税公課 7,915
報酬･手数料 7 減価償却費 22,234
減価償却費 47,844 図書費 248
図書費 31,452 支払リース料 234
支払リース料 3,180 交際費 375
交際費 3 雑費 1,868 167,725
雑費 72 186,203

受託研究費
雑給 75
消耗品費 119 194
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