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平成23年度 事業報告書 

 

１． 法人の概要 

設置する学校・学部・学科 

国立音楽大学                                           

音楽学部                      大学院  

演奏学科、音楽文化デザイン学科           音楽研究科 

音楽教育学科 

 別科 

 

国立音楽大学附属高等学校              国立音楽大学附属中学校 

 音楽科 

普通科                      

 

国立音楽大学附属小学校               国立音楽大学附属幼稚園 

 

役員の概要 

理事会 

理事長 宮地忠明                  監事 佐藤敏明 

                             藤瀨 學 

理事  宇佐見弘昭    庄野 進 

内野好郎     武田忠善 

神原雅之     花岡千春 

久保田慶一                     

                  

大学       学長  庄野進   

副学長 神原雅之  副学長 花岡千春 

中学校、高等学校 校長  荒木泰俊 

小学校      校長  横澤敬蔵 

幼稚園      園長  松沢孝博 
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大正15年 4月 東京高等音楽学院創立（仮校舎を東京市四谷区番衆町)。

予科、本科（声楽・器楽・作曲）、高等師範科を置く。初代学院長渡辺敢。

11月 国立大学町( 昭和27年・1952、文教地区に指定される) に校舎が竣工し移転。

昭和 3年12月 新交響楽団( 現ＮＨＫ交響楽団) との共演でベートーヴェン“第九交響曲" の合唱として初出演、現在に至る。

昭和16年 8月 私立の音楽学校として初めて文部省より中等学校音楽科教員無試験検定を認可。

 昭和22年 7月 国立音楽学校と改称。

 昭和23年 5月 財団法人国立音楽学校となる。

昭和24年 1月 国立音楽高等学校・国立中学校設置認可。

昭和25年 2月 国立音楽大学に昇格（声楽・器楽・作曲・楽理・教育音楽）。学長  有馬大五郎。

7月 国立幼稚園設置認可。

 9月 楽器研究所附設設置認可。

昭和26年 2月 学校法人国立音楽大学に組織変更。

4月 別科( 作曲・声楽・器楽・調律専修) 設置認可。

附設保育科設置( 幼稚園教諭養成機関として認可・１年制)。

 昭和28年 5月 国立音楽大学附属小学校設置認可。

 昭和30年 4月 大学に第２部を設置認可。

昭和31年 4月 専攻科( 作曲・器楽・声楽・楽理・教育音楽専攻) 設置。保育科を改組し、

幼稚園教諭養成所( 幼稚園教諭養成機関として文部省より認可・２年制) とする。

昭和35年 2月 幼稚園教諭養成所が各種学校として認可。

昭和37年 4月 別科は調律専修を除き学生募集停止。

 昭和38年 4月 幼稚園教諭養成所を発展的解消し、教育音楽学科に「幼児教育専攻」として増設。

国立音楽高等学校に普通科を増設。

昭和43年 3月 大学院音楽研究科( 修士課程) を設置。

昭和44年 3月 専攻科廃止。

昭和50年 3月 附属の各校（園）名を変更し統一する。

  国立音楽大学附属音楽高等学校    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  国立音楽大学附属中学校　　　　　　

  国立音楽大学附属小学校

  国立音楽大学附属幼稚園

昭和51年 4月 音楽研究所、楽器技術センターを設置( 楽器研究所は発展的解消)。

昭和53年 3月 大学位置変更( 立川市柏町)。

附属音楽高等学校・中学校位置変更( 国立市西)。

昭和54年 6月 大学第２部廃止。

昭和62年12月 大学に音楽デザイン学科・応用演奏学科の２学科設置認可。

平成16年 4月 大学学科再編(演奏学科・音楽文化デザイン学科・音楽教育学科)、収容定員減及びカリキュラム改編。

平成16年 4月 附属高等学校普通科の男女共学化、及び校名変更( 国立音楽大学附属高等学校)。

平成18年11月 大学院音楽研究科音楽研究専攻（博士後期課程）認可。　

平成23年4月 大学に演奏学科ジャズ専修を新設。

学　　　校　　　法　　　人　　　の　　　沿　　　革　　　（　　概　　要　　）

学校法人の沿革
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２．平成23年度事業概要                              

平成 23 年度の事業概要について 1）教育研究事業、2）施設の整備、3）財政基盤の充実と経営管

理体制の強化、の3項目に区分して説明いたします。 

 

1) 教育研究事業 

大学学部及び大学院 

・平成23年3月11日の東日本大震災の影響で、入学式を簡素化して行うなどの内容変更がありまし

たが、音楽大学として教育を継続することの重要性に鑑み、4 月 1 日より学事予定を殆ど変更するこ

となく実施しました。新入生は音楽学部 473 名、別科調律専修 6名、大学院修士課程 35 名、博士後

期課程2名の合計516名でした。 

・本学の今後の教育活動の中心となる新 1 号館が竣工し、9 月より使用開始となりました。音響面お

よび備品やサインを含めた建物のデザイン、安全性、省エネ等、内外より高く評価されています。落

成記念の国際マスタークラスもほぼ予定通り実施され、大きな成果を挙げました。高大接続の一環と

して、附属高校生もこれに参加しました。 

・演奏教育の成果を問う定期演奏会も充実し、大学院オペラ「フィガロの結婚」は、近来にない高い

水準の公演を実現しましたし、年末のN響「第九」での合唱も高く評価されました。 

・「大学教育・学生支援推進事業」に採択された「卒業生のデーターベースを活用した音大生のための

キャリア形成支援」事業の最終年度として、学生向けのパンフレット「くにたちキャリアブック」が

作成され、12月10日にシンポジウム「音楽大学・学部のキャリア教育・支援を考える―大学にでき

ること、できないこと」が開催されました。また、キャリア支援のために、キャリアカウンセラーが

置かれ、卒業後の進路の相談に乗るなど、充実した支援体制が整いました。 

・新設されたジャズ専修が第１期生5名を迎え、いよいよ始動しました。ジュリアード音楽院のカー

ル・アレン教授の公開レッスンや、本学学生と教員のビッグバンド「ジェムストーンズ・ジャズオー

ケストラ」のブルーノート東京への出演など、早くも注目を集めています。 

・東日本大震災の被災学生 35 名に対して、被害の程度に応じて学費減免措置を講じました。また、

経済状況の厳しさが続く中、家計の急変により学費の納入が困難になった学生のために、特別暫定奨

学金制度を今年度も延長して支援しました。 

・本学でなければできない研究を推進するための音楽研究所の演奏研究プロジェクトが実施され、バ

ッハ演奏研究プロジェクトでは、本学による日本初演 80 周年を記念して「ロ短調ミサ曲」の再演を

行い、演奏批評などで高い評価を得ました。また、オペラ演奏研究プロジェクトでは、ニーノ・ロー



4 

タの「ノイローゼ患者の一夜」が上演され、これもまた高い評価を得ました。 

・本学の重要な事業として実施されてきた社会貢献事業は、今年度もほぼ予定通り実施されましたが、

新たに企画されていたアジアの中高生を対象とした国際吹奏楽ワークショップは、震災の影響で、残

念ながら中止となりました。 

・読売新聞立川支局との共催による連続市民講座『音楽づくりの現場から「心に癒しを、社会に潤い

を」』は、各回多数の受講者が参加し、参加者から高い評価を得て、成功裡に終わりました。 

・国際交流に関しては、レインボウ・インターナショナル等が震災の影響で中止となりましたが、台

湾師範大学民族楽器アンサンブル演奏会は多数の聴衆を集めて実施されました。12月には、ブラスオ

ルケスターがシカゴで開催された「ミッドウェスト・クリニック」に参加し、その演奏が絶賛される

という成果をあげましたが、同時に行われたイーストマン音楽学校における交流演奏会でも大きな成

果を挙げ、学生たちにとって大きな刺戟となりました。 

・年度の前半は、計画停電、節電要請等震災の影響への対応に追われましたが、後期に入ってからの

活動は近来にない充実したものとなりました。 

 

附属中学校、高等学校 

・安全な教育環境の整備 

2 号館（Ａ・Ｃ棟）の耐震改修工事が行われました。平成 22 年度の第 1 期分工事（Ｂ棟）と合わせて、2 号

館の耐震工事は完了しました。尚、附属中学校・高等学校の耐震改修工事は、平成24年度に実施する1号

館耐震工事で全て完了することになります。 

・新入生 

平成23 年度は中学校72名（音楽コース 62名、普通コース10 名）、高等学校129名（音楽科88 名、普通

科 41 名）の計 201 名の新入生を迎えてスタートしました。 

・本校を希望する生徒の確保に向けて 

高等学校普通科では新たに 3 回の入学試験を実施しました。 

高等学校音楽科では、昨年までに引き続き、受験生のための「KUNION 講座」を実施し、実技指導、ソル

フェージュ、国語、英語の内容をより充実させました。 

中学校では、冬期受験準備講習会を実施し、ソルフェージュでの少人数制の講習を充実させました。 

・演奏会 

首都圏の音楽高校より選抜された演奏者を招いた「招待演奏会」や本校で最も永い歴史をもつ「くにたち

音楽会」等の演奏会に加え、音楽科生徒会主催の出張コンサート「クリスマスコンサート」（あおやぎ苑・12 月
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3 日、立川病院・12 月 10 日）が行われました。またご要望をいただき、オーケストラが町田市立小山田小学

校コンサート（10月29日）を行ったほか、国立大学通りイルミネーション点灯式（12 月1日）で高校の金管楽

器専攻生がファンファーレを披露したり、「クリスマスコンサート」（国立大学通り・12 月23 日）に中高合唱部、

「歳末コンサート」（12月27日）に高校音楽科ブラスバンド部が出演して若々しい演奏を行い、多くの方々に

喜んでいただくことができました。 

高校合唱部第 17 回定期演奏会（3 月 13 日）や普通科吹奏楽部第 2 回定期演奏会（3 月 28 日）も好評で

した。 

・東日本大震災で被災された方へ 

高校生が中心となって「東日本大震災被災者の方々と音楽を楽しむ会」を組織し、埼玉県加須市にある

福島県双葉町民の方々の避難地で演奏会を行い、愛唱曲や双葉町の小中学校校歌・応援歌などを聴いて

いただきました。また、中学・高校合唱部、普通科吹奏楽部、音楽科オーケストラ、中学校・高校生徒会、レ

ッスン担当教員有志が、それぞれチャリティ演奏会などを行い、来場された方から託された義援金を被災地

にお送りしました。 

・国際交流 

高等学校合唱部が第 3 回海外演奏旅行を行いました。今回は、ハンガリー、オーストリア、チェコ、ポーラ

ンドを訪問し、開催した演奏会ではスタンディング・オベーションと熱烈な拍手をいただきました。また、アウ

シュヴィッツ博物館を訪問し、ホロコーストの犠牲となられた方々に献歌しました。 

 

附属小学校 

・ 平成23年度において音楽の新カリキュラムを試行し、平成24年度の本格的実施が可能となりま

した。また、英語の新カリキュラムが完成し、高学年は平成 24 年度より週 2 コマの時数で英語

教育を実施することが決定しました。 

・ 震災後の「海の学校」「夏の学校」に代わる各学年の宿泊行事について検討しました。1年の宿泊

行事はありませんが、2・3 年は「森の学校」（埼玉県名栗村）、4・6 年は「星の学校」(山梨県八

ヶ岳) 5年は「夏の学校」（長野県菅平高原）と名称を変え、平成24年度より実施することにな

りました。 

・ 校内研究は研究テーマを「授業力をみがく」と定め、教員間で授業を見合い、教員の授業力アッ

プを目指しました。また、各教科部での研究も盛んに行われました。 

・ 児童の危機管理対策となる登下校システム（ICカード導入）が、法人とわかば会役員の方々の強

力なバックアップを得て完成し、平成 24 年度より実施することになりました。また、備蓄品(食
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料、飲料水) や防災グッズの増強をはかり、児童の安全確保に努めました。 

   

附属幼稚園 

・教育課程の改訂 

平成15年に試案として作成した教育課程の見直しを行い、平成23年度教育課程を作成し実施しま

した。本改訂では、子どもたちの実態に合わせ、より実体験を充実し豊かな経験をとなるよう内容を

精査しました。 

・保育時間と保育日数の見直し 

 新しい教育課程に沿って園児が幼稚園生活の中で、いろいろな体験を積み重ることができるように、

平成 22 年度から保育時間を延長したことに加え、平成 23 年度は保育の充実を図るため保育日数も

195日に増やしました。 

・保育後の園庭開放 

 国立市中地域に子どもたちが安全に遊べる場所が少ないこともあり、園庭開放を週3日降園後に 

14時30分まで実施しました。 

・子育て支援事業 

 地域のよりよい子育て環境づくりの一助となるように、園庭開放、親子リズム遊び、子育て講演会

や夏と冬の親子コンサート等を 20 回開催しました。また、毎週金曜日にスクールカウンセラーによ

る子育て相談も実施しました。 

 

法人全体 

・幼稚園から大学院までの教育機関を擁するわが国有為な音楽大学として、大学、附属各校の間の接

続を強化し、教育の質の向上を図りました。また、そのために、法人運営協力者会議を当年度も実施

しました。 

・幼稚園から大学までの英語、音楽・リトミック教育に連続性を持たせるため、それぞれの教育プロ

グラムの検討を、幼稚園から大学までの先生方を中心に行っています。 

 

2）施設の整備 

・大学の基本理念の実現を図るために始まった新 1 号館の建設工事は、平成 23 年 5 月に無事完成し

ました。9月には落成式典が行われ、夏休み明けから授業での使用が始まりました。 

・中高2号館の耐震工事は、前年度のＢ棟に引き続きＡ・Ｃ棟の耐震工事が終了しました。 
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・建設後28年経過した講堂の鉄板葦屋根の補修工事を実施しました。 

 

3）財政基盤の充実と経営管理体制の強化 

・補助金の獲得 

経常費補助金に加え、学校施設耐震改修事業等に対する補助金の獲得努力を続けた結果、予算を上回

る実績となりました。 

・教職員研修会の実施 

大学の発展のためには、専門的な知識や高いモラルを持つ教職員が必要とされています。本学では

教職員の能力開発（FD、SD）の一環として、教職員向けの研修会を昨年に引き続き行いました。 

・内部監査の実施 

内部管理体制を充実する観点から第 10 回目の内部監査を行いました。本年度は図書館とメディア

センターを対象に実施しました。 

・省エネルギー活動の推進 

キャンパス内外の健全な環境の維持・向上を図るために、園児から学生・教職員に対する啓発活動

を行い、意識の高揚を図ると共にキャンパス内の省エネルギー活動に取り組みました。具体的には、

冷暖房温度の調節、クールビズの実施など身近なことから始め、成果を上げることが出来ました。ま

た、新1号館には太陽光パネルを導入しました。 

・新校舎建設募金の継続 

大学新校舎の建設に伴い、平成 22 年度から新校舎建設募金を開始した結果、各方面から多数のご

厚意をいただき、3月末現在の受入実績は目標額の1億円に達しました。 

・中期計画の進捗状況 

新校舎の建設、耐震・改修工事を進めるにあたり、平成 19 年度を起点とする中期計画を策定し、

キャンパス整備を進めてまいりました。大学をはじめとして、学生、生徒、児童数の維持に努めたこ

とや耐震工事に伴う補助金を得ることが出来たこと、工事を進める際に入札、合見積りを徹底するこ

とでコスト抑制を図ったことなどから、当初の計画を上回る帰属収支の収入超過を維持することがで

きました。一方で、この5年間に進めたキャンパス整備により多額の基本金組入れを行った結果、消

費収支の支出超過額は大幅な支出超過となりました。また、平成 28 年度までには大学、附属のキャ

ンパス整備が完了することから、それ以降の基本金組入れは通常ペースに戻ることや旧校舎の取り壊

し等により、基本金取り崩しが行われることで消費支出超過額の減少などが見込まれます。 
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資料1：過去5年間の帰属収支、消費収支の推移 

     （百万円） 

 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

①帰属収入額 6,191 6,128 6,090 6,053 6,207 

②基本金組入額 △ 623 △ 925 △ 688 △ 1,928 △ 2,791 

③消費収入額 5,568 5,203 5,402 4,125 3,416 

④消費支出額 5,696 5,703 5,530 5,474 5,689 

⑤帰属収支差額 495 425 560 579 518 

⑥消費収支差額 △ 128 △ 500 △ 128 △ 1,349 △ 2,273 

⑦前年度繰越額 1,320 1,192 692 564 △ 785 

⑧次年度繰越額 1,192 692 564 △ 785 △ 3,058 

 

 
資料2：学生、生徒数の推移 

（名） 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

 

5/1現在 前年比 5/1現在 前年比 

Ａ 

5/1現在 前年比 

  Ｂ 

予 算 

Ａ－Ｂ 

比 較 

大 学 院 86 ＋16 85 △1 85 0 83 ＋2 

学   部 1,864 △95 1,844 △20 1,865 ＋21 1,850 ＋15 

別   科 10 △1 10 0 11 ＋1 10 ＋1 

高 

 

校 

音楽科 326 △6 319 △7 286 △33 288 △2 

普通科 147 ＋11 135 △12 135 0 136 △1 

（ 計 ） （ 473 ） ＋5 （ 454 ） △19 （ 421 ） △33 （ 424 ） △3 

中 学 校 224 ＋3 227 ＋3 237 ＋10 237 0 

小 学 校 438 △9 434 △4 441 ＋7 443 △2 

幼 稚 園 110 △11 114 ＋4 106 △8 105 ＋1 

合   計 3,205 △92 3,168 △37 3,166 △2 3,152 ＋14 
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３．平成23年度決算及び財務の概要   

 （金額は10万円単位を四捨五入し、百万円単位で示しています。） 

「資金収支計算書」が資金の収支（フロー）計算であるのに対し、「消費収支計算書」は企業会計で言

えば損益計算書にあたるものです。学校の正味資産の増減を計算する機能を持ち、収支の均衡状況や

学校財政の状態をみる上で、大切な役割を果たしていると言えます。そこで消費収支計算書の概要か

ら説明いたします。 

 

1）消費収支計算書 

（1）消費収入の部 

「学生生徒等納付金」は4,796百万円で、予算比18百万円の増加となりました。内訳は大学(大学院

を含む)で14百万円の増加、中学・高等学校は、ほぼ予算通り、小学校で 1百万円の増加、幼稚園で

3百万円の増加となりました。 

前年度実績比は33百万円の増加です。この内訳は大学(大学院を含む)で58百万円の増加、高等学

校で24百万円減少、中学校は不変、小学校で 4百万円の増加、幼稚園で 5百万円の減少となりました。 

「手数料」は入学検定料が主体となっており、決算額37百万円で予算比4百万円の減少となりました。 

「寄付金」は105百万円で、予算比63百万円の増加でした。増加要因は新校舎建設募金で 18百万円 

いただいた他、遺贈により50百万円の寄付が寄せられたことによるものです。 

「補助金」は1,067百万円となり、国庫補助金418百万円、東京都補助金648百万円となっています。

予算比では103百万円の増加となり、国庫補助金で 2百万円の減少、東京都補助金で 104百万円の増

加となりました。東京都補助金が予算比で増加した要因は、耐震補助に関して国庫と東京都に区分申

請する予定であったものを、東京都に集約した一括申請が可能となったことによるものです。また、

前年度実績比では国庫補助金が 29 百万円の増加、東京都補助金が 114 百万円の増加となり、全体で

143 百万円増加しました。今年度は耐震補助の特殊要因もありますが、法人全体で補助金獲得に力を

注いだ結果、受入額は10億円台に達しました。 

「資産運用収入」は115百万円で、予算比14百万円の増加でしたが、前年実績比では 17百万円の減

少となりました。この背景としては、新校舎建設費用の支払いによって資金量が減少したことに加え、

預金金利も極めて低い状態が続いていることがあげられます。一部中期国債での運用により、利回り

が上がるように努めています。 

「事業収入」は寄宿舎、食堂、演奏会等の補助活動事業収入の 30百万円が計上されています。 

「雑収入」は57百万円で、内訳は私立大学退職金財団からの交付金収入23百万円、東京都私学財団
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交付金収13百万円、その他の雑収入21百万円となっています。 

この結果、帰属収入合計は6,207百万円となり、予算比234百万円の増加となりました。 

また、基本金組入額は 2,791百万円となりました。1号基本金 2,790百万円の内 2,590百万円は、

新校舎建設に関わる組入れです。1号基本金の組入額は、予算比73百万円の増加となりました。増加

となった要因は、予算編成時には耐震工事費の一部を修繕費へ計上する予定でしたが、会計士協会の

新たな見解により費用の全額を基本金へ計上したことによるものです。 

以上から「消費収入の部合計」は3,416百万円となり、予算比161百万円の増加となりました。 

（2）消費支出の部 

「人件費」は3,754百万円で、退職金関連科目が予算を上回ったことから当初予算比 42百万円の増加

となり、予備費を使用しました。退職金については「資金収支計算書」では支払実額 207百万円を計

上しますが、消費収支計算書では退職者に係わる退職給与引当金取崩額 153 百万円を差引いた額 54

百万円を計上します。さらに退職給与引当金として新たに算出した必要額をもとに、引当金繰入額57

百万円の計上となりました。人件費合計額を前年度実績と比較すると、1百万円減少しました。 

「教育研究経費」は1,622百万円となり、予算比158百万円減少しました。減少要因は、減価償却費

を使用実態に合わせて算定したことによる減少分 69百万円と、耐震工事費の一部を修繕費から基本金

へ変更した減少分80百万円となっています。前年度実績比では、215百万円の増加となりました。こ

の要因は、新1号館による減価償却費が111百万円増加した他、報酬・委託・手数料で 19百万円の増

加、消耗品で17百万円の増加、米国で行われたMidwest Clinicへの参加交通費により旅費交通費が

28百万円増加したことなどが挙げられます。 

「管理経費」は、306百万円となりました。予算比51百万円の減少ですが、前年度実績比では 1百万

円の増加です。 

「資産処分差額」は5百万円となりました。除却した資産の残存価額を処分差額として計上するもの

で、当初予算比21百万円減少した要因は、図書の除却額が減少したことによるものです。 

以上から「消費支出の部」の合計は 5,689百万円となりました。この結果当年度の消費支出超過額

は2,273百万円となりました。 

前年度繰越消費支出超過額785百万円に当年度消費支出超過額 2,273百万円が加わり、次年度への

繰越消費支出超過額は、3,058 百万円になりました。なお帰属収支差額は 518百万円の収入超過とな

りました。 
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2）資金収支計算書 

消費収支計算書と重複する科目は省略し、消費収支計算書と処理が異なる項目について説明いたし

ます。 

（1）収入の部 

「学生生徒納付金収入」「手数料収入」「補助金収入」「資産運用収入」は消費収入の対応科目の金額と

同様です。消費収支計算書と大きく異なるものは以下の通りです。 

「寄付金収入」は、消費収入の寄付金額から現物寄付の時価換額 3百万円を差し引いた102百万円と

なり、予算比61百万円増加しましたが、前年度実績比では 21百万円減少しました。 

「資産売却収入」は2,001百万円で、うち2,000百万円が国債の満期償還に伴う収入です。 

「事業収入」は53百万円で、予算比30百万円の増加となりました。 

「前受金収入」は今年3月までに納付された授業料等の納付金ですが、これは平成 24年度に該当する

ものですので、前受金収入として処理します。金額は 920百万円で、予算比18百万円の減少となって

います。 

「その他の収入」は1,332百万円で、予算比37百万円の増加でした。主な内訳は前期末未収入金の回

収が105百万円、貸与している奨学金の回収 25百万円、仮払金の回収が77百万円、新1号館の建設

資金支払いのための特定預金の取崩額が 1,000百万円となっています。 

「資金収入調整勘定」は、当期に実際の資金の受入れが行われない期末未収入金と前期末前受金を収

入から控除するものです。以上に前年度繰越支払資金 4,682 百万円を加え、収入の部合計は 13,996

百万円になります。 

（2）支出の部 

「人件費支出」は3,850百万円で当初予算比16百万円増加したので、予備費を使用しました。前年度

実績比、121百万円の減少です。 

「教育研究経費支出」は1,000百万円で予算を90百万円下回りました。前年度実績比較では、102百

万円の増加です。 

「管理経費支出」は254百万円と予算比51百万円の減少です。 

「施設関係支出」は2,784百万円で当初予算比75百万円増加しましたので、予備費を使用しました。

増加要因は基本金のところで説明した通り、予算編成時は耐震工事費の一部を修繕費へ計上する予定

でしたが、これらが施設関係支出となったためです。施設関係支出の内訳は建物支出 2,720百万円、

構築物40百万円、建設仮勘定支出25百万円となっています。 

「設備関係支出」は260百万円で、当初予算比30百万円増加しましたので、予備費を使用しました。
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支出内訳は教育研究機器備品203百万円、その他機器備品 17百万円、図書購入費29百万円、ソフト

ウェア購入費11百万円となっています。 

「資産運用支出」は2,002百万円で、有価証券(国債)を2,000百万円購入しました。 

「その他の支出」は332百万円で、奨学金の貸付金および前払金、前期末未払金支払支出、仮払金支

出などに関わる支払です。 

「資金支出調整勘定」241 百万円は、当期に実際の資金支出が行われない期末未払金、前期末前払金

および前期末棚卸資産を支出から控除するものです。 

以上の支出に｢次年度繰越支払資金｣3,754百万円を加えた支出の部の合計は、13,996百万円となり

収入の部の合計と一致します。 

                                                             

3）貸借対照表 

｢資金収支｣｢消費収支｣の決算により、平成 23年度末現在の資産、負債及び基本金の状況を表したも

のが｢貸借対照表｣です。 

資産の部は総額で42,930百万円となり、前年比444百万円の増加となっています。増減内訳は固定

資産が1,259百万円増加し、流動資産は815百万円減少しました。負債の部では、退職給与引当金の

減少97百万円により固定負債が96百万円減少し、流動負債は未払金の増加により 22百万円増加しま

した。基本金の部は2,790百万円増加し、繰越消費支出超過額は 2,273百万円増加しました。 

また、貸借対照表の注記として「重要な会計方針及びその変更等並びにその他財政及び経営の状況

を正確に判断するために必要な事項を記載すること」となっています。当年度の重要な会計方針の変

更に該当する事項はありません。退職給与引当金の計上については、期末要支給額の 100％を基準に

引当しています。また、有価証券については、中期国債を中心に運用していることから昨年同様に含

み益の状態となっている他、外貨資産やデリバティブ（金融派生商品）取引はありません。 

 


