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基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

３．

４．

（単位：円）

合　　　　計 834,406,255 756,914,986 77,491,269

什 器　備 品 730,582,810 659,709,275 70,873,535
小　　計 805,963,120 728,722,857 77,240,263

その他固定資産 建　　 　　 物 54,212,710 50,190,973 4,021,737
構 　築　 物 21,167,600 18,822,609 2,344,991

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
特 定 資 産 什 器　備 品 28,443,135 28,192,129 251,006

合　　　計 12,238,294,409 (329,251,006) (11,897,143,403) (11,900,000)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

退職給付引当資産 11,900,000 － － (11,900,000)

小　　計 4,517,658,106 (251,006) (4,505,507,100) (11,900,000)

株 式 1,371,408,000 － (1,371,408,000) －

什器備品 251,006 (251,006) － －

内訳 債 券 3,134,099,100 － (3,134,099,100) －

特定資産

研究活動強化基金 4,505,507,100 － (4,505,507,100) －

基本財産

投資有価証券 7,720,636,303 (329,000,000) (7,391,636,303) －

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科　　　目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に対応する額)

合　　　計 11,151,861,868 2,859,882,800 1,773,450,259 12,238,294,409

基本財産及び特定資産の財源等の内訳

退職給付引当資産 20,900,000 9,000,000 11,900,000
小　　計 3,578,921,683 2,061,689,000 1,122,952,577 4,517,658,106

株 式 848,188,000 523,220,000 0 1,371,408,000

什器備品 442,583 191,577 251,006

内訳 債 券 2,709,391,100 1,538,469,000 1,113,761,000 3,134,099,100

特定資産

研究活動強化基金 3,557,579,100 2,061,689,000 1,113,761,000 4,505,507,100

基本財産

投資有価証券 7,572,940,185 798,193,800 650,497,682 7,720,636,303

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高　

（単位：円）
科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

賞与引当金

   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において

発生していると認められる額を計上している。

   なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき計算している。

満期保有目的の債券以外の有価証券

   期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、什器備品

   定額法で実施している。

財務諸表に対する注記
重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

   償却原価法（定額法）によっている。



５．

６．
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

７．
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

経常収益への振替額

退職給付関係

退職給付債務 円

勤務費用 円

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項(4)

   退職給付の債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を

基礎として計算している。

   確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 35,670,135

(3) 退職給付費用に関する事項

3,349,011

その他当期費消額 8,190,000
合　　　　　計 8,381,577

８．

(1) 採用している退職給付制度の概要

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

（単位：円）
内　　　　　　容 金　　　　　額

減価償却費等計上による振替額 191,577

指定正味財産

合　計 442,583 8,190,000 8,381,577 251,006

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ統合推進 ＪＳＴ 442,565 5,850,000 6,041,577 250,988

指定正味財産

先端計測分析技術･機器開発 ＪＳＴ 0 2,340,000 2,340,000 0 －

大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出推進 ＪＳＴ 12 0 0 12

助成金
先端計測分析技術･機器開発 ＪＳＴ 6 0 0 6 指定正味財産

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

（単位：円）

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表上
の記載区分

〃 スウェーデン輸出信用銀行 200,000,000 225,934,000 25,934,000

合　　　　　計 1,236,383,303 1,385,535,000 149,151,697

〃 オランダ自治体金融公庫 200,000,000 226,860,000 26,860,000
〃 アフリカ開発銀行 100,000,000 123,030,000 23,030,000

〃 オランダ治水金融公庫 202,617,699 211,620,000 9,002,301
〃 HSH ノルド銀行 200,000,000 227,340,000 27,340,000

逆二重通貨建 国際復興開発銀行 203,765,604 221,110,000 17,344,396
〃 ドイツ復興金融公庫 100,000,000 114,520,000 14,520,000

種　類 銘　　　柄 帳簿価額 時　　 価 評価損益
固定金利 国庫債券 30,000,000 35,121,000 5,121,000

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）
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