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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            1,928,500

建物            1,955,374

減価償却累計額  △125,171 1,830,203

構築物          205,475

減価償却累計額  △47,011 158,464

工具器具備品    196,320

減価償却累計額  △22,584 173,736

図書            320,596

美術品・収蔵品  46,213

車両運搬具      10,682

減価償却累計額  △2,012 8,670

有形固定資産合計 4,466,382

２　無形固定資産

ソフトウェア    10,302

電話加入権 2,024

無形固定資産合計 12,326

固定資産合計    4,478,708

Ⅱ　流動資産    

現金及び預金 558,303

たな卸資産 644

その他の流動資産 350

流動資産合計    559,297

資産合計        5,038,006

貸借対照表

（平成１７年３月３１日）
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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 106,073

資産見返寄附金 3,771

資産見返物品受贈額 375,494

固定負債合計    485,339

Ⅱ　流動負債    

運営費交付金債務      98,334

寄附金債務      225,245

前受金 44,935

預り金 3,348

未払金          134,101

未払費用        3,589

未払消費税等    191

流動負債合計    509,743

負債合計        995,081

資本の部        

Ⅰ　資本金      

政府出資金      4,079,607

資本金合計      4,079,607

Ⅱ　資本剰余金  

資本剰余金      46,388

損益外減価償却累計額 △179,685

資本剰余金合計  △133,296

Ⅲ　利益剰余金  

当期未処分利益  96,613

（うち当期総利益   96,613）

利益剰余金合計  96,613

資本合計        4,042,925

　負債資本合計 5,038,006

国立大学法人高岡短期大学 －　2　－



（単位：千円）

経常費用

業務費   

教育経費    104,521

研究経費    39,063

教育研究支援経費 13,883

受託研究費  2,352

役員人件費  47,519

教員人件費  531,519

職員人件費  300,965 1,039,821

一般管理費  117,676

雑損        572

経常費用合計      1,158,068

経常収益    

運営費交付金収益 956,177

授業料収益      191,912

公開講座等収益  

公開講座収益 3,155

授業開放収益 66 3,221

入学料収益      

入学料収益 44,894

検定料収益 13,734 58,628

受託研究等収益  

受託研究収益 1,082

共同研究収益 1,270 2,352

施設費収益  2,092

寄附金収益      10,989

財務収益

受取利息        3 3

雑益            

財産貸付料収入  7,815

手数料収益 4

その他の雑益    629 8,448

資産見返運営費交付金等戻入 1,876

資産見返物品受贈額戻入 19,974

経常収益合計      1,255,672

損益計算書

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）
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経常利益        97,604

臨時損失

固定資産除却損 990

譲与消耗品費    97,621

臨時損失合計      98,612

臨時利益

物品受贈益      97,621

臨時利益合計      97,621

当期純利益      96,613

当期総利益      96,613
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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 △133,837

人件費支出 △874,630

その他の業務支出 △77,179

預り科学研究費補助金支出 △39,307

運営費交付金収入 1,162,461

授業料収入 179,967

入学金収入 44,894

検定料収入 13,734

公開講座等収入 3,221

受託研究等収入 2,352

寄附金収入 120,284

財産貸付料収入 7,815

手数料収入 4

委任経理金承継による収入 116,350

その他の収入 900

預り科学研究費補助金収入 39,307

小計 566,336

国庫納付金の支払額 -

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 566,336

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △20,133

無形固定資産の取得による支出 △903

施設費による収入 13,000

小計 △8,036

利息及び配当金の受取額 3

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △8,034

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー -

Ⅳ　資金に係る換算差額 -

Ⅴ　資金増加額 558,303

Ⅵ　資金期首残高 -

Ⅶ　資金期末残高 558,303

キャッシュ・フロー計算書

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）
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（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 96,613,439

当期総利益 96,613,439

Ⅱ　利益処分額

96,613,439 96,613,439

利益の処分に関する書類（案）

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
を受けた額

教育研究の質の向上及び組織運営の改善のため
の経費積立金
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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 1,039,821

一般管理費 117,676

雑損 572

臨時損失 98,612 1,256,680

（２）（控除）自己収入等

授業料収益 △191,912

公開講座等収益 △3,221

入学料収益 △58,628

受託研究等収益 △2,352

寄附金収益 △10,989

財務収益 △3

雑益 △7,879 △274,984

　　　業務費用合計 981,696

Ⅱ　損益外減価償却等相当額

損益外減価償却相当額 182,064

損益外固定資産除却相当額 6,354 188,417

Ⅲ　引当外退職給付増加見積額 58,697

Ⅳ　機会費用

86

政府出資等の機会費用 53,263 53,349

Ⅴ　（控除）国庫納付額 -

Ⅵ　国立大学法人等業務実施コスト 1,282,160

地方公共団体の財産の無償に
よる賃借取引の機会費用

国立大学法人等業務実施コスト計算書

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）
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１．運営費交付金収益等の計上基準

　　　運営費交付金収益及び授業料収益については，期間進行基準を採用しています。

　　　ただし，退職一時金については，費用進行基準を採用しています。

　　　また，受託研究等収益，施設費収益及び寄附金収益については，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。

　　　　なお，主な資産の耐用年数は，以下のとおりです。

　　　　　建物　　　　　　１０～５０年

　　　　　構築物　　　　　１０～６０年

　　　　　工具器具備品　　　５～１５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

　　　基づいています。

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

　　　退職一時金については，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，自己

　　都合による退職給付要支給額の当期増加額を計上しています。

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　　移動平均法

重要な会計方針

国立大学法人高岡短期大学 －　8　－



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) 地方公共団体の財産の無償による賃借取引の機会費用の計算方法

　　　　地方公共団体の条例に定められた占用料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

　　　　日本相互証券が公表している１０年もの新発国債（平成１７年３月３１日）の利回りを

　　　参考に１．３２％で計算しています。

６．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，税込方式によります。

７．金額の表示

　　　金額の表示は，利益処分に関する書類（案）を除き，千円未満を四捨五入しています。
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　　運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額は，811,093千円としています。

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳は，以下のとおりです。

（単位：千円）

現金及び預金

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

（単位：千円）

土地

建物

構築物

（２）無償譲与の受入による資産の取得

（単位：千円）

工具器具備品

図書

美術品・収蔵品

車両運搬具

ソフトウエア

電話加入権

（３）無償譲与の受入による物品の取得

（単位：千円）

譲与消耗品費

合　　　計 97,621

科　目　名 取得額

97,621

10,682

12,465

2,024

317,435

45,813

合　　　計 489,617

科　目　名 取得額

101,199

合　　　計 558,303

558,303

科　目　名 取得額

1,928,500

合　　　計 4,079,607

1,943,590

207,518

貸借対照表の注記事項

科　目　名 資金期末残高

キャッシュ・フロー計算書の注記事項
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　表示すべき重要な債務負担行為はありません。

　平成１７年５月２５日に「国立大学法人法の一部を改正する法律」（平成１７年法律第４９号）

が公布されました。

　この法律の施行により，国立大学法人高岡短期大学，国立大学法人富山大学及び国立大学法人

富山医科薬科大学を統合して国立大学法人富山大学を新設することとなりました。

　国立大学法人高岡短期大学，国立大学法人富山大学及び国立大学法人富山医科薬科大学は，新

たに設立される国立大学法人富山大学（以下「新国立大学法人富山大学」という。）の成立の時

において解散するものとし，その一切の権利及び義務は，国が承継する資産を除き，その時にお

いて，新国立大学法人富山大学が承継するものとし，その承継の際，承継する資産の価額から負

債の金額を差し引いた額は，政府から新国立大学法人富山大学に出資されたものとすることとな

りました。

　　国立大学法人高岡短期大学の解散日　　　平成１７年１０月１日

　　新国立大学法人富山大学の成立日　　　　平成１７年１０月１日

　　国立大学法人高岡短期大学の平成１７事業年度（最終事業年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年４月１日～平成１７年９月３０日

重要な後発事象　

重要な債務負担行為
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１　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

承継分 当期増 当期償却額

建　　　物 - - 900 - 900 125 125 775

工具器具備品 - 54,343 102,986 1,172 156,156 14,957 15,164 141,199

車両運搬具 - 10,682 - - 10,682 2,012 2,012 8,670

図　　　書 - 315,664 4,932 - 320,596 - - 320,596

計 - 380,689 108,817 1,172 488,334 17,094 17,301 471,240

建　　　物 1,943,590 - 10,908 23 1,954,474 125,046 125,054 1,829,428

構　築　物 207,518 - - 2,042 205,475 47,011 47,088 158,464

工具器具備品 - 46,856 - 6,692 40,164 7,627 9,922 32,537

計 2,151,107 46,856 10,908 8,757 2,200,114 179,685 182,064 2,020,429

土　　　地 1,928,500 - - - 1,928,500 - - 1,928,500

美術品･収蔵品 - 44,213 2,000 - 46,213 - - 46,213

計 1,928,500 44,213 2,000 - 1,974,713 - - 1,974,713

土　　　地 1,928,500 - - - 1,928,500 - - 1,928,500

建　　　物 1,943,590 - 11,808 23 1,955,374 125,171 125,179 1,830,203

構　築　物 207,518 - - 2,042 205,475 47,011 47,088 158,464

工具器具備品 - 101,199 102,986 7,864 196,320 22,584 25,085 173,736

図　　　書 - 315,664 4,932 - 320,596 - - 320,596

美術品･収蔵品 - 44,213 2,000 - 46,213 - - 46,213

車両運搬具 - 10,682 - - 10,682 2,012 2,012 8,670

計 4,079,607 471,758 121,725 9,930 4,663,161 196,778 199,364 4,466,382

ソフトウェア - 12,465 903 - 13,368 3,066 3,066 10,302

電話加入権 - 2,024 - - 2,024 - - 2,024

計 - 14,489 903 - 15,392 3,066 3,066 12,326

4,079,607 486,246 122,628 9,930 4,678,553 199,844 202,430 4,478,708

（注記）

　　１．「当期増加額」の欄のうち，「承継分」の欄は，国からの承継分としています。

　　２．「当期増加額」の欄のうち，「当期増」の欄は，「図書」に寄贈分 1,771千円，「美術品・収蔵品」に寄贈分 1,600千円を含みます。

（単位：千円）

摘要

有形固定資産
(償却費損益外)

期末残高

減価償却累計額

差引当期末残高

当期増加額

資産の種類 期首残高 当期減少額

有形固定資産
(償却費損益内)

有形固定資産
合　　　　計

合　　　計

無形固定資産

非償却資産
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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

重油 - 2,386 481 2,233 - 634

切手 - 23 12 24 - 11

合　計 - 2,409 493 2,258 - 644

（注記）

　　１．「当期増加額」の欄のうち，「その他」の欄は，国からの承継分としています。

（単位：千円）

種類 期首残高 期末残高 摘要

当期増加額 当期減少額

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 摘　要

排水路上
高岡市二上町
大井排水路上

28.42 － 84 コンクリート製歩道橋設置用

道路
高岡市長慶寺
高岡環状線

1.44 － 1 案内標識設置用

道路
高岡市米島
高岡環状線

1.44 － 1 案内標識設置用

31.30 86合　　　　計

土　地

（単位：㎡，千円）
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４　資本金及び資本剰余金の明細

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 4,079,607 - - 4,079,607

計 4,079,607 - - 4,079,607

資本剰余金 - 55,121 8,732 46,388 注記１

計 - 55,121 8,732 46,388

損益外減価償却累計額 - 182,064 2,379 179,685 注記２

差　引　計 - △126,943 6,354 △133,296

（注記）

　　１．「資本剰余金」の欄のうち，「当期増加額」は，「美術品・収蔵品」の国からの承継分及び

　　　「建物（損益外）」の施設費による更新に伴う増加分とし，「当期減少額」は，「建物（損益

　　　外）」の更新に伴う除却分，「構築物（損益外）」の天災による損害に伴う除却分及び「工具

　　　器具備品（損益外）」の更新に伴う除却分を計上しています。

　　２．「損益外減価償却累計額」の欄のうち，「当期減少額」は，「建物（損益外）」の更新に伴

　　　う除却分，「構築物（損益外）」の天災による損害に伴う除却分及び「工具器具備品（損益外

　　　）」の更新に伴う除却分を計上しています。

資本剰余金

区　　　　　　分

（単位：千円）

資　本　金
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５　業務費及び一般管理費の明細

（単位：千円）

消耗品費 23,079

備品費 4,308

印刷製本費 5,408

水道光熱費 15,251

旅費交通費 5,207

通信運搬費 2,313

賃借料 15,428

福利厚生費 2,745

保守費 279

修繕費 1,973

広告宣伝費 678

行事費 1,602

諸会費 1,380

会議費 150

報酬・委託・手数料 927

奨学費 11,817

減価償却費 5,676

雑費 6,301 104,521

消耗品費 9,790

備品費 4,035

印刷製本費 879

水道光熱費 3,692

旅費交通費 10,199

通信運搬費 641

修繕費 865

諸会費 117

報酬・委託・手数料 392

減価償却費 8,010

雑費 443 39,063

消耗品費 5,843

備品費 740

印刷製本費 203

水道光熱費 1,618

旅費交通費 112

通信運搬費 1,708

賃借料 1,014

保守費 125

修繕費 282

諸会費 40

減価償却費 1,300

雑費 897 13,883

2,352

教育研究支援経費

受託研究費

教育経費

研究経費
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報酬 29,184

賞与 11,695

法定福利費 3,717 44,596

非常勤役員人件費

報酬 2,923 47,519

常勤職員給与

給料 330,886

賞与 131,301

退職給付費用 7,820

法定福利費 57,211 527,218

非常勤職員給与

給料 4,279

法定福利費 21 4,300 531,519

給料 186,409

賞与 66,711

法定福利費 31,555 284,675

給料 14,763

法定福利費 1,526 16,289 300,965

消耗品費 13,381

備品費 3,476

印刷製本費 2,446

水道光熱費 8,069

旅費交通費 11,178

通信運搬費 1,885

賃借料 7,962

車両燃料費 383

福利厚生費 537

保守費 12,036

修繕費 5,382

損害保険料 1,546

広告宣伝費 8,687

諸会費 1,423

会議費 363

報酬・委託・手数料 882

租税公課 164

減価償却費 5,381

雑費 32,496 117,676

一般管理費

役員人件費

教員人件費

常勤役員人件費

職員人件費

常勤職員給与

非常勤職員給与
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６　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

　６－１　運営費交付金債務

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 - 1,162,461 956,177 107,950 - 1,064,127 98,334

合　計 - 1,162,461 956,177 107,950 - 1,064,127 98,334

（単位：千円）

交付
年度

期首残高
交付金当
期交付額

期末残高

当　　期　　振　　替　　額

　６－２　運営費交付金収益 （単位：千円）

業 務 等 区 分 １６年度交付分 １７年度交付分 １８年度交付分 合　　　計

運営費交付金対象事業 956,177 - - 956,177

合　　　　計 956,177 - - 956,177

７　運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

　７－１　施設費の明細

建設仮勘定
見返施設費

資本剰余金 その他

営繕事業 13,000 - 10,908 2,092

合　　　計 13,000 - 10,908 2,092

（単位：千円）

区　　　分 当期交付額 摘　　要

左 の 会 計 処 理 内 訳
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８　役員及び教職員の給与の明細

（単位：千円，人）

( 2,923 ) ( 3 )

40,879 3 - -

( 4,279 ) ( 7 )

462,187 56 7,820 3

( 14,763 ) ( 13 )

253,120 38 - -

( 21,965 ) ( 23 )

756,186 97 7,820 3

（注記）

　　５．　上段括弧書きは，非常勤の役員，教員及び職員に対する報酬又は給与を外数で記載していま

　　　　す。

　　２．　教員及び職員に対する給与及び退職給付の支給基準は，国立大学法人高岡短期大学職員給与

　　　　規程及び国立大学法人高岡短期大学職員退職規程に定めています。　　　

　　３．　非常勤教員及び非常勤職員に対する給与の支給基準は，国立大学法人高岡短期大学パートタ

　　　　イム勤務職員給与細則に定めています。

役　　　員

教　　　員

職　　　員

　　４．　支給人員は，期間内平均支給人員を記載しています。

合　　　計

　　１．　役員に対する報酬及び退職給付の支給基準は，国立大学法人高岡短期大学役員報酬規程及び

　　　　国立大学法人高岡短期大学役員退職規程に定めています。　　　

退　　職　　給　　付

支　　給　　額 支　給　人　員

区　　　分

報 酬 又 は 給 与

支　　給　　額 支　給　人　員

９　開示すべきセグメント情報

　　　　単一セグメントで事業を行っているため，記載すべきセグメント情報はありません。
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１０　寄附金の明細

（単位：千円，件）

区　　　分 当　期　受　入 件　　　　数 摘　　　要

高岡短期大学 236,634 25 国からの承継分 116,350千円を含む。

合　　　計 236,634 25

１１　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

高岡短期大学 － 1,082 1,082 －

合　　　計 － 1,082 1,082 －

１２　共同研究の明細

（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

高岡短期大学 － 1,270 1,270 －

合　　　計 － 1,270 1,270 －
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