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（単位：円）

資産の部

1 有形固定資産

土地 3,962,416,334

　 減損損失累計額 △ 97,466,631 3,864,949,703

建物　 9,353,087,627

 減価償却累計額 △ 5,122,213,663

　 減損損失累計額 △ 52,904,074 4,177,969,890

構築物 243,829,669

 減価償却累計額 △ 174,861,151 68,968,518

機械装置 3,199,054

　 減価償却累計額 △ 1,733,689 1,465,365

工具器具備品 748,008,747

　 減価償却累計額 △ 666,518,447 81,490,300

図書 1,235,345,018

美術品・収蔵品 6,000,000

建設仮勘定 2,390,586

 有形固定資産合計 9,438,579,380

2 無形固定資産

特許権 528,029

特許権仮勘定 1,699,197

ソフトウェア 21,582,077

電話加入権 96,000

　 無形固定資産合計 23,905,303

3 投資その他の資産

長期性預金 100,000,000

 投資その他の資産合計 100,000,000

　固定資産合計 9,562,484,683

　Ⅱ　流動資産

現金及び預金 691,574,540

未収学生納付金収入 2,143,200

　徴収不能引当金 △ 535,800 1,607,400

未収入金 7,716,781

たな卸資産 6,474,440

前払費用 7,188

未収収益 20,395

 流動資産合計 707,400,744

 資産合計 10,269,885,427

貸　借　対　照　表
(平成31年3月31日）

　Ⅰ　固定資産
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負債の部

資産見返負債

　資産見返運営費交付金等 582,194,991

　資産見返補助金等 2,258,862

　資産見返寄附金 186,786,001

　資産見返物品受贈額 1,070,593,124

　建設仮勘定見返運営費交付金 2,390,586

　特許権仮勘定見返運営費交付金 1,699,197 1,845,922,761

長期寄附金債務 80,174,511

長期未払金 2,680,614

　固定負債合計　 1,928,777,886

寄附金債務 39,834,777

前受受託研究費等 10,194,447

未払金 339,622,144

未払消費税等 468,500

前受金 8,914,269

預り科学研究費補助金等 32,528,294

預り金 24,331,267

仮受金 4,597

　流動負債合計　 455,898,295

　負債合計　 2,384,676,181

純資産の部

地方公共団体出資金 12,091,632,943

　　資本金合計 12,091,632,943

資本剰余金 341,451,114

損益外減価償却累計額(△） △ 4,778,401,332

損益外減損損失累計額(△） △ 150,370,705

　　資本剰余金合計 △ 4,587,320,923

161,315,620

当期未処分利益 219,581,606

（うち当期総利益） (219,581,606 ）

　利益剰余金合計 380,897,226

　純資産合計 7,885,209,246

　負債純資産合計 10,269,885,427

　Ⅰ　固定負債

　Ⅱ　流動負債

　Ⅰ　資本金

　Ⅱ　資本剰余金

　Ⅲ　利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金
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（単位：円）

　　　経常費用

業務費

 教育経費 599,297,679

　研究経費 194,298,116

 教育研究支援経費 37,194,890

　受託研究費 52,662,085

　受託事業費 1,705,477

 役員人件費 85,169,994

 教員人件費 1,824,970,612

 職員人件費 477,538,056 3,272,836,909

一般管理費 318,438,845

財務費用

　 支払利息 90,523 90,523

経常費用合計 3,591,366,277

　経常収益

運営費交付金収益 1,972,405,238

授業料収益 942,764,470

入学金収益 117,077,000

検定料収益 50,569,613

受託研究等収益

4,840,000

58,184,159 63,024,159

受託事業等収益

260,000

300,000 560,000

補助金等収益 39,590,133

寄附金収益 25,498,356

施設費収益 1,968,084

資産見返負債戻入　

 資産見返運営費交付金等戻入 57,336,668

 資産見返寄附金戻入 16,270,660

 資産見返補助金等戻入 643,312

 資産見返物品受贈額戻入 12,266,773 86,517,413

財務収益

　 受取利息 98,329 98,329

雑益

 財産貸付料収益 13,824,411

 講習料収入 108,000

 手数料収入 530,189

 物品等売払収入 401,832

 研究関連収入　 18,719,773

 その他雑益 32,580,249 66,164,454

経常収益合計 3,366,237,249

　経常損失 △ 225,129,028

　臨時損失

固定資産除却損 1,246,255

過年度人件費 60,929,432 62,175,687

　臨時利益

運営費交付金精算収益化額 216,750,297 216,750,297

　当期純損失 △ 70,554,418

 目的積立金取崩額 290,136,024

　当期総利益 219,581,606

国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益

国又は地方公共団体からの受託事業等収益

国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益

損　益　計　算　書
　（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

国又は地方公共団体からの受託研究等収益
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（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 △ 777,731,770
　　人件費支出 △ 2,405,476,613
　　その他の業務支出 △ 290,392,243
    運営費交付金収入 1,997,517,000
　　授業料収入 901,239,970
　　入学金収入 117,077,000
　　検定料収入 50,569,613
　　受託研究等収入 63,718,266
　　受託事業等収入 560,000
    補助金等収入 41,501,454
　　補助金等の精算による返還金の支出 △ 3,183,687
　　寄附金収入 27,180,893
　　預り科学研究費補助金等の受払 8,055,878
　　研究関連収入 24,457,917
　　財産貸付料収入 13,831,911
    その他の収入 31,582,290
　　業務活動によるキャッシュ・フロー △ 199,492,121

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 △ 134,799,220
　　無形固定資産の取得による支出 △ 6,424,872
　　施設費による収入 71,960,000
　　定期預金の払戻による収入 200,000,000
　　　　小計 130,735,908
  　利息及び配当金の受取額 117,984
　　投資活動によるキャッシュ・フロー 130,853,892

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 △ 11,274,822
　　　　小計 △ 11,274,822
　　利息の支払額 △ 106,043
　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 11,380,865

Ⅳ　資金減少額 △ 80,019,094

Ⅴ　資金期首残高 491,419,123

Ⅵ　資金期末残高 411,400,029

キャッシュ・フロー計算書
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）



- 5 - 

 
利益の処分に関する書類 

（第１２期事業年度） 

 

（単位：円） 

 

Ⅰ 当期未処分利益 

当期総利益                         219,581,606 

 

 

Ⅱ 積立金振替額 

   前中期目標期間繰越積立金                 161,315,620 

                                 

 

Ⅲ 利益処分額 

積立金                           380,897,226 
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（単位：円）

Ⅰ　業務費用

業務費 3,272,836,909

一般管理費 318,438,845

財務費用 90,523

臨時損失 62,175,687 3,653,541,964

授業料収益 △ 942,764,470

入学金収益 △ 117,077,000

検定料収益 △ 50,569,613

受託研究等収益 △ 63,024,159

受託事業等収益 △ 560,000

寄附金収益 △ 25,498,356

資産見返寄附金戻入 △ 16,270,660

財務収益 △ 98,329

雑益 △ 66,164,454 △ 1,282,027,041

業務費用合計 2,371,514,923

Ⅱ　損益外減価償却等相当額

         損益外減価償却相当額 196,959,138

         損益外減損損失相当額 150,370,705

Ⅲ　引当外賞与増加見積額 △ 896,079

Ⅳ　引当外退職給付増加見積額 △ 90,800,084

Ⅴ　機会費用

         地方公共団体出資の機会費用 0

Ⅵ　行政サービス実施コスト 2,627,148,603

行政サービス実施コスト計算書
　（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

　（１）損益計算書上の費用

　（２）(控除）自己収入等
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注 記 事 項 
 

Ⅰ 重要な会計方針 

 

「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」（平成３０年３月３０

日総務省告示第１２５号改訂）及び「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」に関するＱ＆Ａ（総務省自治行政局，総務省自治財政局，日本公認会計士協会平

成３０年５月改訂）を適用して，財務諸表等を作成しています。 

  

１ 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 

期間進行基準を採用しております。なお，退職一時金に充当される運営費交付金について

は費用進行基準を採用しております。  

 

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，受託研究収入により購入した

償却資産は当該受託研究期間を耐用年数としております。また，岡山県から承継した固定

資産については承継時の残存耐用年数で減価償却しております。 

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

建     物    ６年～４７年 

構  築  物   １０年～２４年 

機 械 装 置     ９年～１０年 

車 両 運 搬 具         ４年 

工具器具備品    ２年～１５年 

なお，特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第８７)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おります。  

(２) 無形固定資産 

定額法を採用しております。  

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

づいております。 

（３）リース資産 

    所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

   自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

 

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，翌期以降の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，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８９－４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。  
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４ 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準 

賞与については，翌期の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

しておりません。  

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おります。 

 

５ 徴収不能引当金の計上基準 

債権の貸倒れによる損失に備えるため，貸倒懸念債権等については，個別に回収可能性を    

検討し，回収不能見込額を計上しております。  

 

６ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

最終仕入原価法による低価法を採用しております。 

 

７ 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  

 地方公共団体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３１年３月末利回りを参考にしておりますが，利率がマイナスのた

め，令和元年５月２９日付け事務連絡「地方独立行政法人における行政サービス実施コスト

計算書等の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局、自治財政局）

に基づき，０％で計算しております。 

 

８ リース取引の会計処理  

リース料総額が３百万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っております。  

 

９ 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，税込方式によっております。 

 

Ⅱ 貸借対照表関係 

１ 退職給付見積額 

運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は，990,537,397 円です。 

  （岡山県からの派遣職員に対する退職給付の見積額は上記金額から除いております。） 

  

 ２ 賞与見積額 

運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は，133,449,303円です。 

 

  ３ 長期寄附金債務 

固定負債の長期寄附金債務に記載した金額は，岡山県からの岡山県立大学学術研究振興事

業基金造成補助金相当額及び同基金から生じた利息相当額を計上しております。 

 

Ⅲ 損益計算書関係 

  ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は，2,807,093円であり，当該影響額を除

いた当期総利益は，216,774,513円であります。  
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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の内訳 

現金及び預金           691,574,540円 

定期預金         △280,174,511円 

資金期末残高          411,400,029円 

 

２ 重要な非資金取引 

現物寄附の受入による資産の取得 

工具器具備品         4,206,600円 

図書                   800,136円 

合計             5,006,736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及び引当外退職給付増加見積額 

  引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額には，岡山県からの派遣職員に係る

ものが 218,381円及び 2,941,084円含まれております。 

(2)機会費用の内訳 

設立団体(岡山県)に係る額  0円 

 

Ⅵ 減損会計関係 

(1)減損を認識した固定資産 

 西辛川教職員宿舎 

ア 減損を認識した固定資産の用途，種類，場所，帳簿価額等の概要 

用途：教職員宿舎 種類：土地，建物 場所：岡山県岡山市西辛川 

帳簿価額：土地 111,390,435円，建物 60,461,798円 

回収可能サービス価額：使用価値相当額 

減損損失額：土地 97,466,631円，建物 52,904,074円  

上記金額については損益計算書上に計上しておりません。 

イ 減損の認識に至った経緯 

教職員宿舎として使用しているが，入居率が著しく低下しており，今後において

新たな入居も見込み難いため減損の認識に至りました。 

  ウ 回収可能サービス価額の算定方法 

当該資産の入居率の割合を乗じて算出しております。 

なお，現在も教職員宿舎として使用しており，売却を想定していないため正味売

却価額ではなく，使用価値相当額を回収可能サービス価額として使用しておりま

す。 

(2)減損の兆候が認められた固定資産 

電話加入権 

ア 減損の兆候が認められた固定資産の用途，種類，場所，帳簿価額等の概要 

用途：電話加入権 種類：電話加入権 場所：岡山県総社市 

帳簿価額：96,000円 

イ 認められた減損の兆候の概要：固定資産の市場価格が帳簿価額に比べ50％以上下落

しております。 
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ウ 減損損失の認識に至らなかった理由：回収可能サービス価額が帳簿価額を上回って

おります。 

 

Ⅶ 重要な債務負担行為 

該当事項はありません。 

  

Ⅷ 金融商品関係 

(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地方独立行政法人法第４３条の規定に基づき，預金，国債，

地方債及び政府保証債等に限定しております。資金運用に当たっては資金運用に関する内

部規程に基づいて，現状では預金により運用しております。  

(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，次のとおりであり

ます。 

 （単位：円）  

  
貸借対照表計上額 

(※1) 

時 価 

（※1） 

 差 額 

（※1） 

(1) 現金及び預金 691,574,540  691,574,540  -  

(2) 長期性預金 100,000,000 100,056,115 56,115 

(3) 未払金 (339,622,144)  (339,622,144) - 

(※1) 負債に計上されたものについては，（ ）で示しております。 

 

(注)金融商品の時価の算定方法  

(1)現金及び預金 

現金及び預金は，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おります。 

(2)長期性預金 

長期性預金の時価については，元利金額を同様の新規預入を行った場合に想定される

利率で割り引いて計算する方法により算定しております。 

(3)未払金 

未払金は，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 

価額によっております。 

  

Ⅸ 資産除去債務関係 
   該当事項はありません。 
 
Ⅹ 賃貸等不動産関係 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため，注記を省略しております。 

 

Ⅺ 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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