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土地 4,464,000

建物 12,261,217

　　減価償却累計額 △ 1,144,945 11,116,271

構築物 342,545

　　減価償却累計額 △ 69,899 272,645

工具器具備品 1,547,343

　　減価償却累計額 △ 828,636 718,707

図書 2,258,240

美術品・収蔵品 8,300

車両運搬具 11,593

　　減価償却累計額 △ 1,728 9,865

18,848,031

ソフトウェア 166,843

その他の無形固定資産 420

167,263

19,015,295

現金及び預金 1,260,770

その他未収入金 45,813

前払費用 89

仮払金 9,792

1,316,466

20,331,761

資産見返負債

　資産見返運営費交付金等 373,542

　資産見返施設費 173,982

　資産見返補助金等 8,063

　資産見返寄附金 32,707

　資産見返物品受贈額 2,603,237 3,191,533

長期未払金 223,390

3,414,923

運営費交付金債務 19,222

寄附金債務 75,013

未払金 483,471

未払費用 24,955

未払消費税等 201

前受金 1,843

預り科学研究費補助金等 995

預り金 26,576

632,280

4,047,203

　Ⅱ．流動資産

流動資産合計

資産合計

　負債の部

　　１．有形固定資産

有形固定資産合計

　　２．無形固定資産

無形固定資産合計

固定資産合計

　Ⅰ．固定負債

固定負債合計

　Ⅱ．流動負債

流動負債合計

負債合計

貸　借　対　照　表

（平成１９年３月３１日）

（単位　：　千円）　　

勘 定 科 目

　資産の部

　Ⅰ．固定資産

金 額
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貸　借　対　照　表

（平成１９年３月３１日）

（単位　：　千円）　　

勘 定 科 目 金 額

地方公共団体出資金 16,636,700

16,636,700

資本剰余金 8,720

損益外減価償却累計額（△） △ 1,139,814

△ 1,131,094

教育研究向上・組織運営改善積立金 389,231

当期未処分利益 389,720

（うち当期総利益） （ 389,720 ）

778,951

16,284,557

20,331,761

　Ⅰ．資本金

資本金合計

　資本の部

負債資本合計

　Ⅱ．資本剰余金

資本剰余金合計

　Ⅲ．利益剰余金

利益剰余金合計

資本合計
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教育経費 601,365

研究経費 936,794

教育研究支援経費 194,389

受託研究費 249,275

受託事業費 44,615

役員人件費 76,248

教員人件費 2,830,373

職員人件費 872,325 5,805,387

712,822

支払利息 3,007 3,007

6,521,217           

2,362,377

2,994,336

582,950

105,511

国及び地方公共団体 770

その他の団体 252,473 253,243

国及び地方公共団体 33,750

その他の団体 27,573 61,323

29,111

84,189

25,472

資産見返運営費交付金等戻入 14,535

資産見返施設費戻入 23,218

資産見返補助金等戻入 819

資産見返寄附金戻入 5,575

資産見返物品受贈額戻入 299,039 343,188

受取利息 565 565

財産貸付料収入 38,704

講習料収益 2,811

受取損害保険金 11,256

その他の雑益 15,895 68,667

6,910,937           

389,720             

389,720             

389,720             

損　益　計　算　書

（単位　：　千円）　　　

　　業務費

（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）

金 額

　経常費用

勘 定 科 目

　　受託研究等収益

　当期総利益

　当期純利益

経常収益合計

　経常利益

　　授業料収益

　　運営費交付金収益

　　入学金収益

　　検定料収益

　　受託事業等収益

　　施設費収益

　　一般管理費

　　寄附金収益

　　雑益

　　資産見返負債戻入

　　財務収益

経常費用合計

　　財務費用

　経常収益

　　補助金等収益
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△ 3,868,026

△ 2,243,883

2,381,600

3,091,965

582,950

105,511

249,755

41,131

78,203

33,018

68,825

△ 1,519

519,532

業務活動によるキャッシュ・フロー 519,532

△ 312,798

△ 23,037

100,000

△ 235,835

565

△ 235,270

△ 93,574

△ 93,574

△ 3,003

△ 96,577

-                         

187,684

1,073,086

1,260,770

　Ⅳ　資金に係る換算差額

　Ⅴ　資金増加額

　Ⅵ　資金期首残高

　Ⅶ　資金期末残高

小 計

利息の支払額

財務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

ファイナンス・リース債務の返済による支出

小 計

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

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

施設費による収入

寄附金収入

その他の収入

預り金の増減

小 計

　Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

受託研究等収入

受託事業等収入

補助金等収入

授業料収入

入学金収入

検定料収入

　Ⅰ　業務活動によるキャツシュ・フロー

人件費支出

その他の業務支出

運営費交付金収入

区 分 金 額

（　平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日　）

キャッシュ・フロー計算書

（単位　：　千円）　
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（1)　資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定 1,260,770              

資金期末残高 1,260,770              

（2)　重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得

有形固定資産 91,873                  

受入資産の取得合計 91,873                  

（単位　：　千円）

注　　記　　事　　項
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389,720,418        

　 当期総利益 389,720,418        

地方独立行政法人法第４０条第３項により

設立団体の長の承認を受けようとする額

　　教育研究向上・組織運営改善積立金 389,720,418        389,720,418        389,720,418        

　Ⅰ　当期未処分利益

　Ⅱ　利益処分額

勘 定 科 目

利益の処分に関する書類

（単位 ： 円）　

金 額

（平成１９年８月２０日）
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　 5,805,387

712,822

3,007 6,521,217

△ 2,994,336

△ 582,950

△ 105,511

△ 253,243

△ 61,323

△ 29,111

△ 7,370

△ 5,575

△ 65,997 △ 4,105,421

2,415,795

569,907

314,038

72,051

283,546 355,598

-                     

3,655,338

寄附金収益

　Ⅵ　行政サービス実施コスト

地方公共団体出資の機会費用

　Ⅳ　機会費用

国又は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

　Ⅴ　（控除）設立団体納付額

雑益

　Ⅱ　損益外減価償却相当額

業務費用合計

入学料収益

検定料収益

受託研究等収益

資産見返運営費交付金等戻入

受託事業等収益

(1)　損益計算書上の費用

業務費

一般管理費

財務費用

　Ⅲ　引当外退職給付増加見積額

(2)　（控除）自己収入等

授業料収益

資産見返寄附金戻入

　Ⅰ　業務費用

行政サービス実施コスト計算書

（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）

（単位　：　千円）　

勘 定 科 目 金 額

－7－



１ .

２ .

(1)

年

年

年

年

(2)

３ .

４ .

(1)

(2)

５ .

６ .

７ .

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

　北九州市の10年公募債の18年度利回りを参考に1.79％で計算しております。

その他

注　　　　　　記

　また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第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表示しております。

退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

無形固定資産

　定額法を採用しております。

国等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

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おります。

3～6車 両 運 搬 具

工具器具備品 2～15

　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85第4項

運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

　期間進行基準を採用しております。なお、退職一時金については費用進行基準を採用しております。

減価償却の会計処理方法

　敷地につきましては、北九州市の10年公募債の18年度利回りを参考に1.79％で計算しております。

建 物

構 築 物

2～50

2～30

（重要な会計方針)

　建物につきましては、近隣の賃借料を参考に計算しております。

　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おりません。

　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）に基づいております。

有形固定資産

　定額法を採用しております。

　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おります。主な耐用年数は以下のとおりであります。

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

利益の処分に関する書類を除き、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おります。

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

っております。

消費税及び地方消費税等の会計処理

リース取引についての会計処理

　リース料総額が300万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

－8－



１ . 資産見返施設費

２ .

 施設費収益は、公立大学法人北九州市立大学施設整備補助金交付決定通知書に従い、施設整備補助金を業務費に充

当したことから生じております。

本館等省エネルギー対策事業 117,390

 平成19年3月15日開催の北九州市議会において、平成19年4月1日を期日とする本学への出資の議決がなされました。こ

（貸借対照表関係）

退職給付引当金の見積額

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は1,716,913千円です。

（重要な後発事象）

重要な債務負担行為は以下のとおりです。

（単位　：　千円）

件　　　　　名

に充当したことから生じております。

（損益計算書関係）

106,855

（重要な債務負担行為）

契約金額 翌期以降支払金額

（行政サービス実施コスト計算書関係）

引当外退職給付増加見込額については、地方公共団体からの派遣職員に係る金額133,449千円を含みます。

 資産見返施設費は、公立大学法人北九州市立大学施設整備補助金交付決定通知書に従い、施設整備補助金を備品等

２．　現物出資の目的たる財産

　　　ひびきのキャンパスに係る用地　　　学校用地　48,835㎡

３．　現物出資の価格       　　　　　　　　  1,338,500千円

４．　資本組入額　　　　　　　　　　　　　　   1,338,500千円

れに伴い本学は、平成19年4月1日に北九州市より現物出資（土地）を受けました。なお、この追加出資は土地区画整理事

業が完了したことに伴い、ひびきのキャンパスの敷地が本学に移管されたものであります。

 当該現物出資の内容は以下のとおりです。

１．　現物出資者　　　　　　　　　　　　　　　 北九州市

－9－



附 属 明 細 書



当期償却額

建物 12,172,700 - - 12,172,700 1,139,814 569,907 11,032,885

構築物 - - - - - - -

工具器具備品 - - - - - - -

車両運搬具 - - - - - - -

計 12,172,700 - - 12,172,700 1,139,814 569,907 11,032,885

建物 45,660 42,857 - 88,517 5,131 3,295 83,385

構築物 319,903 22,642 - 342,545 69,899 36,526 272,645

工具器具備品 1,306,069 241,274 - 1,547,343 828,636 357,458 718,707

図書 2,177,245 80,995 - 2,258,240 2,258,240

車両運搬具 2,957 8,636 - 11,593 1,728 1,290 9,865

計 3,851,836 396,404 - 4,248,241 905,395 398,572 3,342,845

土地 4,464,000 - - 4,464,000 4,464,000

美術品・収蔵品 8,300 - - 8,300 8,300

建設仮勘定 - - - - -

計 4,472,300 - - 4,472,300 4,472,300

土地 4,464,000 - - 4,464,000 4,464,000

建物 12,218,360 42,857 - 12,261,217 1,144,945 573,202 11,116,271

構築物 319,903 22,642 - 342,545 69,899 36,526 272,645

工具器具備品 1,306,069 241,274 - 1,547,343 828,636 357,458 718,707

図書 2,177,245 80,995 - 2,258,240 2,258,240

美術品・収蔵品 8,300 - - 8,300 8,300

車両運搬具 2,957 8,636 - 11,593 1,728 1,290 9,865

建設仮勘定 - - - - -

計 20,496,836 396,404 - 20,893,241 2,045,209 968,479 18,848,031

ソフトウェア 200,557 14,902 - 215,460 48,616 48,616 166,843

その他 420 - - 420 - - 420

計 200,977 14,902 - 215,880 48,616 48,616 167,263

 （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）　

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  差引

当期末残高

 無形固定資産
合計

 有形固定資産
合計

摘要

 有形固定資産
（特定償却資産

以外）

 有形固定資産
（特定償却資産）

非償却資産
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（２）　たな卸資産の明細

該当事項はありません。

（３）　有価証券の明細

（３）－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。

（３）－２　投資その他の資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

（４）　長期貸付金の明細

該当事項はありません。

（５）　長期借入金の明細

該当事項はありません。

(６)　引当金の明細

該当事項はありません。

(７)　保証債務の明細

該当事項はありません。
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16,636,700    -                 -                 16,636,700    

16,636,700    -                 -                 16,636,700    

無償譲与 8,720           -                 -                 8,720           

8,720           -                 -                 8,720           

△569,907     △569,907     -                 △1,139,814  

△561,187     △569,907     -                 △1,131,094  

(９)　積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細
(９)－１　積立金等の明細

-                   389,231        - 389,231        注）

-                   389,231        -                   389,231        

注）当期増加額は、平成17年度の利益処分によるものであります。

(９）－２　目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

計

教育研究向上・組織運営改善積立金

（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

当期減少額 期末残高 摘　　要

資本金 地方公共団体出資

計

資本剰余金 資本剰余金

計

損益外減価償却累計額（△）

差　引　計

(８)　資本金及び資本剰余金の明細
（単位　：　千円）　

区　　　分 期首残高 当期増加額
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（１０）　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

（１０）－１　運営費交付金債務

平成18年度 -                 2,381,600    2,362,377    -                -                2,362,377    19,222        

合　　計 -                 2,381,600    2,362,377    -                -                2,362,377    19,222        

（１０）－２　運営費交付金収益

- 2,291,666 2,291,666

-                  70,711 70,711

-                2,362,377    2,362,377    

（１１）　地方公共団体等からの財源措置の明細

施設整備補助金 100,000      -                74,527        -                25,472        

計 100,000      -                74,527        -                25,472        

NEDO補助金 49,365        -                2,068          -                -                47,296        

ＦＡＩＳ補助金(アジア) 2,920          -                47              -                -                2,872          

ＦＡＩＳ補助金(海外) 10,528        -                897            -                -                9,630          

交流協会補助金 1,589          -                -                -                -                1,589          

文部科学省補助金 13,800        -                -                -                -                13,800        

北九州市補助金 9,000          -                -                -                -                9,000          

合　　計 87,203        -                3,013          -                -                84,189        

（１１）－３　工事負担金等の明細

該当事項はありません。

（１１）－４　長期預り補助金等の明細

該当事項はありません。

（１１）－５　長期預り工事負担金等の明細

該当事項はありません。

収益計上

（１１）－１　施設費の明細

区　　分 当期交付額 摘　　要

左の会計処理内訳

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

区　　分 当期交付額

当期振替額

（単位　：　千円）　

(注)資産見返施設費及び施設費収益は、公立大学法人北九州市立大学施設整備補助金交付決定通知書に従
い、施設整備補助金を備品等及び業務費に充当したことから生じております。

（１１）－２　補助金等の明細
（単位　：　千円）　

18年度交付分 合　　計

摘　　要

（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

資本剰余金 小計

合　　計

施設費収益

（単位　：　千円）　

業務等区分 17年度交付分

一　般　業　務

退　職　給　付

建設仮勘定
見返施設費

資産見返
施設費

資本剰余金
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支給額 支給人員 支給額 支給人員

常　勤 71,422 5 - -

非常勤 252 4 - -

計 71,674 9 - -

常　勤 2,830,481 314 70,711 7

非常勤 444,793 321 - -

計 3,275,275 635 70,711 7

常　勤 2,901,903 319 70,711 7

非常勤 445,045 325 - -

計 3,346,949 644 70,711 7

（注１）　役員に対する報酬等の支給基準

　　　　　公立大学法人北九州市立大学役員報酬規程及び公立大学法人北九州市立大学役員退職手当規程に基づき支給しております。

（注２）　教職員に対する給与及び退職手当の支給基準

　　　　　公立大学法人北九州市立大学職員給与規程及び公立大学法人北九州市立大学職員退職手当規程に基づき支給しております。

（注３）　役員及び教職員の報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数となっております。

（注４）　上記には、法定福利費は含めておりません。

（１３）　開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

（１２）　役員及び教職員の給与の明細

役　員

教職員

合　　計

（単位 ： 千円、人）　

区　　分
報酬又は給与 退職給付
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消耗品費 46,545                

備品費 18,720                

印刷製本費 29,276                

水道光熱費 75,740                

旅費交通費 49,903                

通信運搬費 2,119                  

賃借料 25,066                

保守費 7,881                  

修繕費 1,514                  

損害保険料 212                    

広告宣伝費 15,322                

行事費 5,174                  

諸会費 2,462                  

会議費 401                    

報酬・委託・手数料 120,715               

奨学費 121,834               

減価償却費 73,716                

貸倒損失 4,459                  

雑費 299                    601,365      

消耗品費 134,999               

備品費 51,374                

印刷製本費 14,482                

水道光熱費 55,561                

旅費交通費 105,168               

通信運搬費 6,525                  

賃借料 6,140                  

車両燃料費 41                      

保守費 203                    

修繕費 2,243                  

損害保険料 89                      

広告宣伝費 73                      

行事費 274                    

諸会費 32,868                

会議費 315                    

報酬・委託・手数料 235,956               

租税公課 0

減価償却費 289,685               

雑費 788                    936,794      

消耗品費 64,422                

備品費 1,388                  

印刷製本費 170                    

水道光熱費 9,404                  

旅費交通費 536                    

通信運搬費 4,655                  

賃借料 12,488                

保守費 1,974                  

修繕費 306                    

行事費 9                       

諸会費 45                      

報酬・委託・手数料 91,773                

減価償却費 7,214                  194,389      

教育研究支援経費

教育経費

(14)　業務費及び一般管理費の明細
（単位　：　千円）　

研究経費
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(14)　業務費及び一般管理費の明細
（単位　：　千円）　

249,275      

44,615        

報酬（常勤） 71,422                

報酬（非常勤） 252                    

法定福利費 4,574                  76,248        

給料 1,653,235            

賞与 589,316               

法定福利費 258,869               

退職給付費用 70,711                2,572,132            

給料 234,937               

賞与 12,588                

法定福利費 10,714                258,240               2,830,373    

給料 446,867               

賞与 141,061               

法定福利費 68,041                655,971               

給料 170,448               

賞与 26,819                

法定福利費 19,086                216,354               872,325      

消耗品費 43,469                

備品費 43,484                

印刷製本費 1,326                  

水道光熱費 123,567               

旅費交通費 13,531                

通信運搬費 27,862                

賃借料 21,088                

車両燃料費 576                    

福利厚生費 2,434                  

保守費 22,831                

修繕費 53,252                

損害保険料 6,775                  

行事費 290                    

諸会費 3,203                  

会議費 1,157                  

報酬・委託・手数料 268,726               

租税公課 10,915                

減価償却費 67,636                

雑費 692                    712,822      

一般管理費

職員人件費

常勤職員人件費

非常勤職員人件費

教員人件費

常勤教員人件費

非常勤教員人件費

受託事業費

役員人件費

役員人件費

受託研究費
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①　現金及び預金の明細

現　　　　　　金 1,668

当　座　預　金 222
普  通  預  金 858,879
定　期　預　金 400,000

合　　　　　　計 1,260,770

リース未払金 104,145

有形固定資産（図書を除く） 93,058

退　　職　　金 32,063

図書 15,111

無形固定資産（ソフトウエア） 5,761

そ　　の　　他 233,330

合　　　　　　計 483,471

③　長期未払金の明細

すべてリース未払金です。

②　未払金の明細
（単位 ： 千円）　

区　　　　　　分 金　　　　　　　額

(１５）　上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

（単位　：　千円）　

区　　　　　　分 金　　　　　　　額
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