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(単位：円）

- 10,069,310
工具器具
備品

15,285,375 - - 15,285,375 5,216,065 1,591,856 - -

投資その
他の資産

- - - - - 13,099,830
敷金・差入
保証金等

14,692,220 221,610 1,814,000 13,099,830

- 5,500,109計 22,089,992 1,796,771 17,859,439 6,027,324 527,215

その他無形
固定資産

4,327,722 1,796,771 624,384 5,500,109 -

2,762,966 - -

- 17,242,431,213

- - - - 5,500,109

-

2,612,395 987,411 - - - 6,830,272

有形固定
資産合計

2,762,966 - - - 0

- 271,799,90812,700,007 - 271,799,908 - - - -

工具器具
備品

2,516,414,258 438,292,412

車両運搬具 2,707,045 6,735,622 - 9,442,667

無形固定
資産合計

ソフトウェ
ア

17,762,270 - 17,235,055 527,215 527,215

計 20,731,238,031 586,053,834 437,929,982 20,879,361,883 3,636,930,670 766,539,435 -

美術品・
収蔵品

259,099,901

435,385,025 2,519,321,645

図　書 1,621,786,372 25,185,793 2,544,957 1,644,427,208 - - - -

1,007,147,941 479,980,199 - - - 1,512,173,704

- 1,644,427,208

- 7,516,320,000

- 5,889,162,094

構築物 494,256,262 - - 494,256,262 92,538,235 11,973,974 - - - 401,718,027

- - 271,799,908

建　物 8,320,654,193 103,140,000 - 8,423,794,193 2,534,632,099 273,597,851 - -

- - - - - 7,516,320,000土　地 7,516,320,000 -

美術品・
収蔵品

259,099,901 12,700,007 - 271,799,908 - - -

7,516,320,000 - - - - -

7,788,119,908 - - - -

478,388,343 - -

7,516,320,000

- 7,788,119,908

- 6,830,272

非償却
資　産

土　地 7,516,320,000 - -

　有形固定
資産（特定
償却資産以
外）

計 7,775,419,901 12,700,007 -

計 4,866,377,525 573,353,827 437,929,982 5,001,801,370 1,175,057,296 515,243,116 - - - 3,826,744,074

車両運搬具 2,707,045 6,735,622 - 9,442,667 2,612,395 987,411 - -

- 401,718,027

- 1,502,104,394

図　書 1,621,786,372 25,185,793 2,544,957 1,644,427,208 - - - - - 1,644,427,208

工具器具
備品

2,501,128,883 438,292,412 435,385,025 2,504,036,270 1,001,931,876

- 8,089,440,605 2,461,873,374

構築物 494,256,262 - - 494,256,262 92,538,235 11,973,974 - -

77,974,790 23,893,388 - - - 271,664,173建　物 246,498,963 103,140,000 - 349,638,963

⑴　固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88　資産除去債務
　に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

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 減損損失累計額 差　引
当期末
残　高

摘　要
当　期
償却額

当　期
損益内

当　期
損益外

（注２）工具器具備品の当期増加は、ファイナンス・リース取引による有形固定資産の取得　344,850,382円など取得によるものです。

（注１）建物の増加は、第３クラブハウス18,576,000円及び芸術学部棟冷暖房機器設備84,564,000円によるものです。

　有形固定
資産（特定
償却資産）

建　物 8,074,155,230 - - 8,074,155,230 2,456,657,309 249,704,463 - - - 5,617,497,921

251,296,319 - - - 5,627,567,231計 8,089,440,605 -
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(２)  たな卸資産の明細
(単位：円）

(３)　有価証券の明細

　　　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

　(６)－１　引当金の明細
(単位：円）

　(６)－２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細
(単位：円）

（注）「重要な会計方針７．徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準」に記載しています。

(７)　資産除去債務の明細
(単位：円）

(８)　保証債務の明細

　　　該当事項はありません。

(９)　資本金及び資本剰余金の明細
(単位：円）

（注)　当期増加額は、非償却資産の取得によるものです。

区　　分
期末残高 期首残高

未収学生納付
金収入

5,358,000 1,339,500 4,018,500 4,511,436 846,564 （注）3,664,872

貸付金等の残高 貸倒引当金

期首残高 当期減少額 当期減少額 期末残高
摘　要

摘　要

特定有

損益外利息費用累計額 △ 51,831,500 △ 3,225,109 - △ 55,056,609

-

当期減少額当期増加額期首残高

-

-15,510,191,000

授業料 11,538,905 2,000,000 - 13,538,905 （注）

運営費交付金 11,739,000 - - 11,739,000

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律

137,481,458

28,182,914

地方公共団体出資金

3,225,109 - 140,706,567

資本剰余金

資本剰余金

△ 241,821,421

△ 251,296,319

1,569,872

差引計

12,700,007

△ 1,944,275,912

計

（注）

-

- 12,269,879

360,834,917

△ 2,491,875,641-

-

28,182,914

△ 2,186,097,333

- 295,104,219

期末残高

区　　　分

資本金
計

当期減少額

その他その他

- 1,929,575

1,929,575-

-

-

10,700,007

摘　要

887,490

期首残高

損益外減価償却累計額

目的積立金 -

当期増加額

当期購入・
製造・振替

2,181,482

2,181,482

寄附金等

△ 2,240,579,322

348,134,910

-

15,485,398

目的使用 その他

15,510,191,000 -

635,583

無償譲与 295,104,219 -

種　類

貯蔵品

計

635,583

払出・振替

賞与引当金 15,485,398

15,510,191,000

摘　要期末残高

887,490

14,272,089 -

期末残高 摘　要

15,510,191,000

区　　分 期首残高 当期増加額
当期減少額

14,272,089
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(10)　積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

　(10)－１　積立金等の明細
(単位：円）

（注)　当期増加額は、利益の処分によるものです。

　(10)－２　目的積立金の取崩しの明細

　　　該当事項はありません。

(11)　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

　(11)－１　運営費交付金債務
(単位：円）

　(11)－２　運営費交付金収益
(単位：円）

(12)　運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細

　(12)－１　施設費の明細

　　　該当事項はありません。

　(12)－２　補助金等の明細
(単位：円）

地（知）の拠点大学による地
方創生推進事業（ＣＯＣ＋）

41,910,629 - 23,563,859 - - 18,346,770

大学連携による新たな教育
プログラム開発・実施事業

大学間連携共同教育
推進事業

8,524,716

25,578,4643,224,333,536

平成27年度

合　計

-

-

交付年度 期首残高
交付金

当期交付額

合　計

摘要

3,487,631

30,359,117

資本剰余金 預り補助金等 収益計上

- 175,284 - -

- -

- - - - 3,487,631

23,739,143-54,098,260

建設仮勘定
見返補助金等

8,700,000

当期交付額
資産見返
補助金等

合　　計

452

171,446,835

業務等区分

期間進行基準

積立金

計

161,908,407

1,032,675,947

区　分

3,249,912,000

3,249,912,000

運営費交付金
収益

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額

資産見返運営
費交付金等

教育研究の質の向上並びに組織運営
及び施設設備の改善目的積立金

870,767,540 171,446,383

合　　計

3,224,333,536

3,224,333,536

平成27年度交付分

3,224,333,536

3,224,333,536

期末残高 摘　要

-

-

161,908,859

1,204,122,782

（注)

- 1,042,213,923 （注)

-

-

3,249,912,000

- 3,249,912,000

当期振替額

小　計
期末残高

資本剰余金

当期振替額

-

3,224,333,536 25,578,464
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(13)　役員及び教職員の給与の明細
(単位：円，人）

　　(注１）　役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

　　　　　　「公立大学法人広島市立大学役員報酬規程」及び「公立大学法人広島市立大学役員退職手当規程」に基

　　　　　　づいています。

　　(注２）　教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

　　　　　　「公立大学法人広島市立大学職員給与規程」及び「公立大学法人広島市立大学職員退職手当規程」に基

　　　　　　づいています。　

　　(注３）　支給人員は、報酬又は給与では年間平均支給人員、退職給付では年間支給人員を記載しています。

　　(注４）　支給額には賞与引当金繰入額、法定福利費は含まれていません。

(14)　開示すべきセグメント情報

　　当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

15

合　計

常　勤 2,102,017,943 241 151,412,509

計 2,343,795,896 412 151,412,509

15

15

非常勤 241,777,953 171 - -

教職員

常　勤 2,083,757,330 240 151,412,509

計 2,324,815,283 407 151,412,509

-

15

非常勤 241,057,953 167 - -

役　員

常　勤 18,260,613 1 -

計 18,980,613 5 -

-

非常勤 720,000 4 - -

区   分
報酬又は給与 退職給付

支給額 支給人員 支給額 支給人員
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(15)　業務費及び一般管理費の明細

消耗品費 64,395,601
備品費 18,338,884
印刷製本費 8,875,230
水道光熱費 67,271,530
旅費交通費 9,452,792
通信運搬費 3,152,873
賃借料 2,899,240
車両燃料費 54,666
保守料 11,263,704
修繕費 5,411,614
損害保険料 128,787
広告宣伝費 3,643,900
行事費 271,693
諸会費 3,125,135
報酬・委託・手数料 47,333,124
奨学費 44,299,925
租税公課 13,600
減価償却費 7,224,943
徴収不能引当金繰入額 3,664,872
その他 1,014,224 301,836,337

消耗品費 46,242,725
備品費 27,456,520
印刷製本費 3,778,692
水道光熱費 52,225,435
旅費交通費 64,694,851
通信運搬費 2,669,686
賃借料 1,558,052
車両燃料費 3,123
保守料 3,753,000
修繕費 225,450
損害保険料 67,167
広告宣伝費 1,758,510
諸会費 12,197,840
会議費 7,904
報酬・委託・手数料 18,752,194
租税公課 19,100
減価償却費 38,938,405
その他 5,854,115 280,202,769

消耗品費 35,168,283
備品費 15,599,614
図書費 3,872,562
印刷製本費 546,234
水道光熱費 22,637,858
旅費交通費 2,618,734
通信運搬費 33,998,292
賃借料 114,439,590
車両燃料費 43,616
保守料 132,436,574
修繕費 10,069
損害保険料 240,040
広告宣伝費 968,392
諸会費 250,900
会議費 2,900
報酬・委託・手数料 6,533,700
租税公課 18,600
減価償却費 411,702,876
その他 743,224 781,832,058

(単位：円）

教育経費

研究経費

教育研究支援経費
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48,684,035

710,564

報酬 13,594,140
賞与 5,386,473
法定福利費 1,891,917 20,872,530

常勤教員給料
　給料 1,292,713,110
　賞与 449,170,845
　退職給付費用 151,412,509
　法定福利費 256,293,705 2,149,590,169
非常勤教員給料
　給料 81,468,504
　法定福利費 165,158 81,633,662 2,231,223,831

常勤職員給料
　給料 264,929,530
　賞与 58,683,232
　賞与引当金繰入額 15,485,398
　法定福利費 44,014,836 383,112,996
非常勤職員給料
　給料 159,589,449
　法定福利費 19,936,507 179,525,956 562,638,952

消耗品費 29,070,461
備品費 7,834,392
印刷製本費 512,494
水道光熱費 38,351,267
旅費交通費 10,197,178
通信運搬費 2,749,153
賃借料 62,083,304
車両燃料費 332,236
保守料 32,810,796
修繕費 41,233,555
損害保険料 3,739,814
広告宣伝費 6,611,565
行事費 1,300
諸会費 2,282,600
福利厚生費 2,765,073
会議費 66,100
報酬・委託・手数料 82,795,314
租税公課 8,133,480
減価償却費 54,280,119
その他 12,264,270 398,114,471

職員人件費

一般管理費

受託研究費

役員人件費

教員人件費

受託事業費
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(16)　寄附金の明細

(17)　受託研究の明細

(18)　共同研究の明細

(19)　受託事業等の明細

(20)　科学研究費補助金等の明細

 

（単位：円）

9

（単位：円）

　基盤研究（Ｃ）　

10

件　　数 摘　　要

8

28

56

3,002,000

8

54,729,697

　基盤研究（Ｂ）　

期末残高 摘　　要

2,484,961

（単位：円）

（注）

種　　目 当期受入

（単位：円）

期首残高 当期受入額 受託事業等収益

- 818,858 818,858 - （注）

（単位：円）

期首残高

(59,910,000)
17,973,000

(10,015,663)

（注）受託研究等収益には研究関連収益として計上した間接経費収益も含まれています。

（注）受託研究等収益には研究関連収益として計上した間接経費収益も含まれています。

当期受入額 受託研究等収益 期末残高 摘　　要

1,776,549 7,457,480 9,234,029 - （注）

（注）受託事業等収益には研究関連収益として計上した間接経費収益も含まれています。

(1,000,000)
1

（注）上記のうち、奨学寄附金は13,279,042円、現物寄附は62,826,719円です。

76,105,761

当期受入額 件数

14　（2,153） （ ）は現物寄附の件数で外数です。

摘　　要

期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高 摘　　要

57,022,652 192,006

17,281,236

122

　基盤研究（Ａ）　

　新学術領域研究

　挑戦的萌芽研究

(3,286,365)
985,910

　国際共同研究加速基金
(200,000)

2
60,000

　研究活動スタート支援
300,000

(32,526,570)
10,349,719

(注）間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については外数として（　）内に記載しています。

合　　計

　若手研究（Ｂ）
(7,229,445)
2,165,086

(173,434,118)
52,116,951

(59,266,075)
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(21)　上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

　(21)－１　現金及び預金の明細
(単位：円）

　(21)－２　リース債務の明細
(単位：円）

　(21)－３　資産見返物品受贈額の明細
(単位：円）

　(21)－４　物品等売却収益の明細
(単位：円）

31,439,265

1,616,669,265 440,266,519

金　　額 うち1年以内返済額

38,398,559

17,227,047

353,201,648

著作権

合　　計

金　　額区　　分

構築物

工具器具備品

図　書

車両運搬具

1,897,526,182

400,412,491

473,196

1,496,640,490

2

3

区　　分

教育経費

研究経費

合　　計

156,919,704

74,225,870

1,200,175,873教育研究支援費

一般管理費 185,347,818

合　　計 1,996,226,346

金　　額

現　　金

区　　分

4,390

普通預金 1,996,221,956

合　　計 286,200

区　　分 金　　額

　図書売払い 92,800

　古紙売払い 193,400
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