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　　　１．有形固定資産

土地 2,533,966,000   

建物 1,289,573,000   

　　減価償却累計額 △266,599,931  1,022,973,069   

構築物 46,421,993       

　　減価償却累計額 △9,679,464     36,742,529       

工具器具備品 237,803,043     

　　減価償却累計額 △100,599,094  137,203,949     

図書 400,873,226     

美術品・収蔵品 46,200,000       

車両運搬具 1,476,050        

　　減価償却累計額 △553,518       922,532           

4,178,881,305   

　　２．無形固定資産

ソフトウェア 16,141,784       

その他の無形固定資産 92,640            

16,234,424       

敷金保証金 210,000           

210,000           

4,195,325,729   

現金及び預金 201,749,280     

未収学生納付金収入 2,317,500        

　徴収不能引当金 △1,466,250     851,250           

前払費用 1,202,970        

未収収益 1,882,676        

その他流動資産 11,730            

205,697,906     

4,401,023,635   

資産見返負債

　資産見返運営費交付金等 26,403,304       

　資産見返寄附金 7,087,717        

　資産見返物品受贈額 419,274,945     452,765,966     

長期リース債務 100,395,470     

553,161,436     

短期リース債務 35,394,939       

未払金 69,089,112       

未払費用 14,334,392       

未払消費税等 120,000           

預り金 2,482,214        

121,420,657     

674,582,093     

　負債の部

無形固定資産合計

　　３．投資その他の資産

固定資産合計

投資その他の資産合計

　Ⅱ．流動資産

流動資産合計

資産合計

　Ⅰ．固定資産

金 額

　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

有形固定資産合計

貸　借　対　照　表

（平成21年３月31日）

（単位 ：円）　

勘 定 科 目

　資産の部
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金 額

貸　借　対　照　表

（平成21年３月31日）

（単位 ：円）　

勘 定 科 目

地方公共団体出資金 3,823,539,000   

3,823,539,000   

資本剰余金 56,592,090       

損益外減価償却累計額（△） △266,961,586  

△210,369,496  

目的積立金 60,727,015       

当期未処分利益 52,545,023       

（うち当期総利益） ( 52,545,023       )
113,272,038     

3,726,441,542   

4,401,023,635   

　Ⅰ．資本金

資本金合計

負債純資産合計

純資産合計

　純資産の部

　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
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教育経費 194,899,588        

研究経費 20,045,603          

教育研究支援経費 10,553,547          

受託事業費 3,006,158            

役員人件費 42,768,014          

教員人件費 544,802,924        

職員人件費 118,182,920        934,258,754        

34,648,053          

支払利息 3,973,514            

23,237                

972,903,558        

517,965,777        

333,838,516        

115,281,600        

16,023,200          

286,000              

国及び地方公共団体 3,198,320            3,198,320            

213,588              

12,001,500          

資産見返運営費交付金等戻入 1,518,457            

資産見返寄附金戻入 564,895              

資産見返物品受贈額戻入 8,132,790            10,216,142          

584,485              

2,507,548            

1,012,116,676      

39,213,118          

564,895              564,895              

1,196,250            1,196,250            

39,844,473          

12,700,550

52,545,023          

　経常収益

損　益　計　算　書

（単位 ：円）　　

　　業務費

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

金 額

　経常費用

勘 定 科 目

　　資産見返負債戻入

　　財務収益

　　一般管理費

　　財務費用

　　入学金収益

　　検定料収益

　　授業料収益

　　雑損失

　　運営費交付金収益

経常費用合計

　当期純利益

　　雑益

　臨時利益

徴収不能引当金戻入額

　　固定資産除却損

寄附金収益

　　施設費収益

講習料収益

　目的積立金取崩額

　当期総利益

　　受託事業等収益

経常収益合計

　経常利益

　臨時損失
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△694,337,060       

△208,530,519       

520,304,000          

340,816,500          

115,281,600          

16,023,200            

286,000                

3,198,320              

12,001,500            

2,921,136              

401,303                

108,365,980          

業務活動によるキャッシュ・フロー 108,365,980          

50,000,000            

△14,049,479         

250,000                

△210,000             

35,990,521            

584,485                

36,575,006            

△37,539,522         

△37,539,522         

△3,973,514           

△41,513,036         

103,427,950          

98,321,330            

201,749,280          

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

　Ⅶ　資金期末残高

　Ⅴ　資金増加額

　Ⅵ　資金期首残高

　Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

小 計

利息の支払額

ファイナンス・リース債務の返済による支出

利息及び配当金の受取額

投資その他の資産の取得による支出

有形固定資産の取得による支出

投資その他の資産の減少による収入

小 計

　Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

（　平成20年４月１日～平成21年３月31日　）

　Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払い戻しによる収入

その他の収入

預り金の増減

小 計

キャッシュ・フロー計算書

（単位 ： 円）　

区 分 金 額

その他の業務支出

運営費交付金収入

授業料収入

入学金収入

人件費支出

施設費収入

検定料収入

講習料収入

受託事業等収入
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52,545,023          

　 当期総利益 52,545,023          

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た額

　　教育研究向上・組織運営改善積立金 52,545,023          52,545,023          52,545,023          

勘 定 科 目

利益の処分に関する書類

（単位 ： 円）　

金 額

　Ⅰ　当期未処分利益

　Ⅱ　利益処分額
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　 934,258,754      

34,648,053        

3,973,514          

雑損失 23,237              

564,895            973,468,453      

△333,838,516   

△115,281,600   

△16,023,200     

講習料収益 △286,000         

△3,198,320       

寄附金収益 △213,588         

△765,699         

△564,895         

△584,485         

△2,507,548       △473,263,851   

500,204,602      

50,157,327        

資産見返寄附金戻入

財務収益

雑益

　Ⅱ　損益外減価償却相当額

業務費用合計

(2)　（控除）自己収入等

授業料収益

入学料収益

検定料収益

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

臨時損失

　Ⅰ　業務費用

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）

（単位：円）　

勘 定 科 目 金 額

△2,360,212       

△27,099,421     

57,183,395        

-                     

578,085,691      

　Ⅲ　引当外賞与増加見積額

　Ⅴ　機会費用

　Ⅳ 　引当外退職給付増加見積額

　Ⅶ　行政サービス実施コスト

地方公共団体出資の機会費用

　Ⅵ　（控除）設立団体納付額
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１ .

２ .

(1)

年

年

年

年

(2)

３ .

(1)

(2)

(3)

４ .

５ .

６ .

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。

注　　　　　　記注　　　　　　記注　　　　　　記注　　　　　　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。

引当金の計上基準

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。

２～32

平成20年度大分県10年全国型市場公募債の応募利回りを参考に利率1.574％で計算しております。

　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

２～５

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

工具器具備品

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

消費税及び地方消費税等の会計処理

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。

５～23

減価償却の会計処理方法

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。

建 物

構 築 物

回収不能見込額を計上しております。

車 両 運 搬 具 ５

（重要な会計方針)

徴収不能引当金

　未収学生納付金収入に係る損失に備えるため、授業料等の滞納による回収可能性を個別に検討して

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。

無形固定資産

　定額法を採用しております。

賞与引当金及び見積額の計上基準

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。

　賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、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の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、

よっております。

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
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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 円

預入期間が３箇月を超える定期預金

資金期末残高 円

（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 円

　　　実施コスト計算書の記載対象となっていなかった、引当外賞与増加見積額については、当事業年度より記載しております。

　　　なお、この変更による行政サービス実施コストに与える影響額は△2,360,212円であります。

　　　　資本及び純資産

　　　　引当外賞与増加見積額

　　　　「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」の改正に伴い、前事業年度まで行政サービス

　　　当事業年度の資本については、純資産として表示しております。これによる損益への影響はありません。

　　従来の資本の部の合計に相当する金額は3,726,441,542円であります。

ります。

119,867,168               

（キャッシュフロー計算書関係）

201,749,280               

 -

201,749,280               

（重要な会計方針の変更)

　当事業年度より「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」の改正についての総務省告示

（平成20年11月27日公布）を適用しております。

　地方独立行政法人会計基準の改正に伴う重要な会計方針の変更と当該変更による財務諸表への影響は次のとおりであ

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

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392,258,343円で、賞与の見積額は93,639,172円

（重要な債務負担行為）
該当事項はありません。

（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積額については、大分県からの派遣職員に係る金額△19,672,606円を含んでおります。

（損益計算書関係）
該当事項はありません。

であります（大分県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額より除いております。）。

（貸借対照表関係）
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附附附附 属属属属 明明明明 細細細細 書書書書



当期償却額

建物 1,289,573,000   -                   -                   1,289,573,000   266,599,931     49,795,672       1,022,973,069   

構築物 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

機械装置 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

工具器具備品 -                   3,799,950        -                   3,799,950        253,330          253,330          3,546,620        

車両運搬具 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

計 1,289,573,000   3,799,950        -                   1,293,372,950   266,853,261     50,049,002       1,026,519,689   

建物 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

構築物 46,421,993       -                   -                   46,421,993       9,679,464        3,226,488        36,742,529       

機械装置 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

工具器具備品 124,131,630     122,874,368     13,002,905       234,003,093     100,345,764     43,390,332       133,657,329     

図書 394,195,792     7,242,329        564,895          400,873,226     400,873,226     

車両運搬具 1,476,050        -                   -                   1,476,050        553,518          369,012          922,532          

計 566,225,465     130,116,697     13,567,800       682,774,362     110,578,746     46,985,832       572,195,616     

土地 2,533,966,000   -                   -                   2,533,966,000   2,533,966,000   

美術品・収蔵品 46,000,000       200,000          -                   46,200,000       46,200,000       

建設仮勘定 -                   -                   -                   -                   -                   

計 2,579,966,000   200,000          -                   2,580,166,000   2,580,166,000   

土地 2,533,966,000   -                   -                   2,533,966,000   2,533,966,000   

建物 1,289,573,000   -                   -                   1,289,573,000   266,599,931     49,795,672       1,022,973,069   

構築物 46,421,993       -                   -                   46,421,993       9,679,464        3,226,488        36,742,529       

 （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：円）　

資産の種類 期首残高 当期増加高 当期減少高 期末残高
減価償却累計額  差引

当期末残高
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

構築物 46,421,993       -                   -                   46,421,993       9,679,464        3,226,488        36,742,529       

機械装置 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

工具器具備品 124,131,630     126,674,318     13,002,905       237,803,043     100,599,094     43,643,662       137,203,949     

図書 394,195,792     7,242,329        564,895          400,873,226     400,873,226     

美術品・収蔵品 46,000,000       200,000          -                   46,200,000       46,200,000       

車両運搬具 1,476,050        -                   -                   1,476,050        553,518          369,012          922,532          

建設仮勘定 -                   -                   -                   -                   -                   

計 4,435,764,465   134,116,647     13,567,800       4,556,313,312   377,432,007     97,034,834       4,178,881,305   

無形固定資産
（特定償却資産）

ソフトウェア -                   6,499,500        -                   6,499,500        108,325          108,325          6,391,175        

借地権 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

ソフトウェア 17,985,013       -                   -                   17,985,013       8,234,404        3,597,001        9,750,609        

その他 92,640            -                   -                   92,640            -                   -                   92,640            

計 18,077,653       -                   -                   18,077,653       8,234,404        3,597,001        9,843,249        

借地権 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

ソフトウェア 17,985,013       6,499,500        -                   24,484,513       8,342,729        3,705,326        16,141,784       

その他 92,640            -                   -                   92,640            -                   -                   92,640            

計 18,077,653       6,499,500        -                   24,577,153       8,342,729        3,705,326        16,234,424       

敷金保証金 250,000          210,000          250,000          210,000          210,000          

計 250,000          210,000          250,000          210,000          210,000          

 投資その他
の資産

無形固定資産
(特定償却資産

以外)

 有形固定資産
合計

 無形固定資産
合計
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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
（単位：円）

期首残高 当期増減額 期末残高 期首残高 当期増減額 期末残高

徴収不能引当金 2,987,500 △670,000 2,317,500 2,662,500 △1,196,250 1,466,250 （注）

計 2,987,500 △670,000 2,317,500 2,662,500 △1,196,250 1,466,250
（注）回収不能見込額の算定方法
　未収学生納付金収入に係る損失に備えるため、授業料等の滞納による回収可能性を個別に検討
して、回収不能見込額を計上しております。

(７)　保証債務の明細
該当事項はありません。

貸付金等(未収学生納付金収入)の残高 貸倒引当金の残高
区分 摘要
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3,823,539,000  -                   -                   3,823,539,000  

-                   -                   -                   -                   

3,823,539,000  -                   -                   3,823,539,000  

地方自治体承継 46,054,000      -                   46,054,000      

施設費 -                   -                   -                   -                   

運営費交付金 38,640            -                   -                   38,640            

授業料 -                   -                   -                   -                   

補助金等 -                   -                   -                   -                   

寄附金等 -                   200,000          -                   200,000          

目的積立金 -                   10,299,450      -                   10,299,450      

損益外固定資産除売却差額 -                   -                   -                   -                   

その他 -                   -                   -                   -                   

46,092,640      10,499,450      -                   56,592,090      

△216,804,259 △50,157,327   -                   △266,961,586 

△170,711,619 △39,657,877   -                   △210,369,496 

(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

（単位：円）　

当期減少額 期末残高 摘　　要

資本金 地方自治体出資

その他

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：円）　

区　　　分 期首残高 当期増加額

50,438,423      33,288,592      

区　　　分 期首残高 当期増加額 期末残高 摘　　要

23,000,000      60,727,015      （注）教育研究向上・組織運営改善積立金

当期減少額

50,438,423      33,288,592      23,000,000      60,727,015      

(９）－２　目的積立金の取崩しの明細 （単位：円）　

12,700,550      

12,700,550      

10,299,450      

10,299,450      

費用の発生

資産の購入

目的積立金取
崩額

その他
教育研究向上・組織運営改善積立金

計

教育研究向上・組織運営改善積立金

計

合計

50,438,423      33,288,592      23,000,000      60,727,015      （注）教育研究向上・組織運営改善積立金

(注)
当期増加額は前期の利益処分によるものであります。当期減少額は当該積立金の使途に沿った資産の購入及び
費用の発生によるものであります。

金　　額 摘　　要区　　　分
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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20年度 -                 519,634,000   517,965,777   1,668,223      -                 519,634,000   -                 

合　　計 -                 519,634,000   517,965,777   1,668,223      -                 519,634,000   -                 

（１０）－２　運営費交付金収益

468,286,862   468,286,862   

49,678,915     49,678,915     

517,965,777   517,965,777   

（１１）　地方公共団体等からの財源措置の明細

 公立大学法人施設
整備事業補助金

12,001,500    -                 -                 -                 12,001,500     
 冷房等施設

整備事業

合　　計 12,001,500    -                 -                 -                 12,001,500     

該当事項はありません。

（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。

（単位 ： 円）　

（１１）－２　補助金等の明細

業務等区分 合　　計

一　般　業　務

退　職　給　付

合　　計

20年度交付分

（１１）－１　施設費の明細     

摘　　要区　　分 当期交付額

（単位 ： 円）　

建設仮勘定
見返補助金等

資産見返
補助金等

資本剰余金 施設費収益

左の会計処理内訳

（単位 ： 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
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支給額 支給人員 支給額 支給人員

常　勤 36,707,713 4 436,000 1

非常勤 912,040 5 -                                     -                 

計 37,619,753 9 436,000 1

常　勤 467,422,690 58 49,242,915 3

非常勤 80,990,601 131 -                                     -                 

計 548,413,291 189 49,242,915 3

常　勤 504,130,403 62 49,678,915 4

非常勤 81,902,641 136 -                                     -                 

計 586,033,044 198 49,678,915 4

（注１）　役員に対する報酬等の支給基準

　　　　　　　公立大学法人大分県立芸術文化短期大学役員報酬規程及び公立大学法人大分県立芸術文化短期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

　　　　　　　公立大学法人大分県立芸術文化短期大学職員給与規程及び公立大学法人大分県立芸術文化短期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（70,041,899円）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。

役　員

教職員

合　　計

（１２）　役員及び教職員の給与の明細

（単位 ： 円、人）　

区　　分
報酬又は給与 退職給付
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実績金額(累計)

消耗品費 9,705,792

備品費 3,634,241

印刷製本費 9,297,687

水道光熱費 26,666,398

旅費交通費 12,801,807

通信運搬費 1,649,693

賃借料 4,775,400

車両燃料費 12,000

福利厚生費 2,345,296

保守費 31,728,410

修繕費 17,344,592

損害保険料 79,190

広告宣伝費 5,862,400

行事費 3,161,639

諸会費 980,600

報酬 2,895,400

奨学費 10,627,500

減価償却費 42,075,317

貸倒損失 390,000

委託料 5,361,534

手数料 578,800

雑費 1,892,272

謝金 1,033,620 194,899,588   

教育経費

(14)　業務費及び一般管理費の明細
（単位 ： 円）　

研究経費

消耗品費 7,520,686

備品費 1,155,580

印刷製本費 602,000

水道光熱費 2,646,743

旅費交通費 5,254,350

通信運搬費 92,754

賃借料 134,970

修繕費 15,750

広告宣伝費 52,500

諸会費 907,890

報酬 323,050

減価償却費 1,203,647

委託料 61,623

手数料 19,460

雑費 54,600 20,045,603     

消耗品費 4,363,793

水道光熱費 1,654,215

旅費交通費 106,480

通信運搬費 26,730

賃借料 17,256

保守費 905,625

修繕費 15,750

諸会費 92,000

報酬 179,200

委託料 39,375

手数料 120

減価償却費 2,962,008

教育研究支援経費
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(14)　業務費及び一般管理費の明細
（単位 ： 円）　

雑費 190,995 10,553,547     

-                 

3,006,158      

報酬（常勤） 36,707,713

報酬（非常勤） 912,040

法定福利費 4,712,261

退職給付費用 436,000 42,768,014     

給料 290,658,816

賞与 109,972,442

法定福利費 52,716,797

退職給付費用 49,242,915 502,590,970

給料 42,048,025

賞与 -                           

法定福利費 163,929 42,211,954 544,802,924   

給料 49,784,019

賞与 17,007,413

法定福利費 7,558,722 74,350,154

職員人件費

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

給料 38,942,576

賞与 -                           

法定福利費 4,890,190 43,832,766 118,182,920   

消耗品費 7,515,360

備品費 220,000

印刷製本費 85,155

水道光熱費 2,261,650

旅費交通費 2,090,805

通信運搬費 2,785,873

賃借料 298,872

車両燃料費 86,174

保守費 5,510,452

修繕費 875,149

損害保険料 880,269

広告宣伝費 676,200                  

行事費 21,000

諸会費 49,400

報酬 477,000

租税公課 120,000

減価償却費 4,341,861

委託料 405,888

手数料 5,252,537

雑費 694,408 34,648,053     

一般管理費

非常勤職員人件費

15



(１５）　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

③　受託事業の明細

（単位 ： 円）　

普  通  預  金

定　期　預　金

②　未払金の明細

現　　　　　　金

区　　　　　　分 金　　　　　　　額

（単位 ： 円）　

区　　　　　　分

合　　　　　　計

金　　　　　　　額

61,899

151,461,701

50,225,680

201,749,280

38,461,948

無形固定資産（ソフトウエア）

図          書

そ　　の　　他

6,499,500

724,307

23,403,357

退　　職　　金

69,089,112

（単位 ： 円）　

区分 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

合　　　　　　計

-                     

合計 -                    3,198,320          3,198,320                   -                     

受託事業 -                    3,198,320          3,198,320                   
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