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（単位：円）
資産の部

Ⅰ  固定資産
１有形固定資産

土地 21,974,791,238
建物 16,625,858,266
   減価償却累計額 △ 2,648,323,346 13,977,534,920
構築物 193,084,621
   減価償却累計額 △ 50,757,111 142,327,510
工具器具備品 6,047,245,801
   減価償却累計額 △ 3,728,715,709 2,318,530,092
図書 5,101,594,362
美術品・収蔵品 73,053,850
   有形固定資産合計 43,587,831,972

２無形固定資産
特許権 1,813,873
電話加入権 718,000
   無形固定資産合計 2,531,873

３投資その他の資産
投資有価証券 100,000,000
その他 2,784,000
   投資その他の資産合計 102,784,000
   固定資産合計 43,693,147,845

Ⅱ　流動資産
現金及び預金 1,435,763,184
未収入金 373,021,802
前払費用 826,400
その他 517,710

   流動資産合計 1,810,129,096

   資産合計 45,503,276,941

負債の部
Ⅰ　固定負債

資産見返負債
資産見返運営費交付金等 292,212,350
資産見返補助金等 517,558,325
資産見返寄附金 266,084,246
資産見返物品受贈額 5,267,450,477 6,343,305,398

長期前受受託研究費等 183,419,283
長期未払金

リース債務 642,606,080 642,606,080
  固定負債合計 7,169,330,761

Ⅱ　流動負債
寄附金債務 305,032,938
前受受託研究費等 64,002,099
未払金

リース債務 469,084,656
その他 856,286,601 1,325,371,257

未払消費税等 13,000,000
前受金 1,809,200

115,845,836
預り金 367,408,261

  流動負債合計 2,192,469,591
  負債合計 9,361,800,352

預り科学研究費補助金等

貸借対照表
（平成29年3月31日）
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純資産の部
Ⅰ　資本金

地方公共団体出資金 38,348,226,798
　資本金合計 38,348,226,798

Ⅱ　資本剰余金
資本剰余金 86,067,650
損益外減価償却累計額 △ 2,546,119,073

   資本剰余金合計 △ 2,460,051,423

Ⅲ　利益剰余金
教育研究の質の向上及び組織運営改善目的積立金 207,280,231
当期未処分利益 46,020,983

（ うち当期総利益 46,020,983 ）
   利益剰余金合計 253,301,214

   純資産合計 36,141,476,589
   負債純資産合計 45,503,276,941

(注1）翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額は、4,300,704,944円です。

(注2）翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は、459,464,980円です。

(注3）現金及び預金のうち、232,291,572円については、（公財）兵庫県立大学科学技術後援財団等からの預り金です。

(注4）本学は、法令上処分が必要なPCB廃棄物を保管しており、主に来年度処分する予定です。
　　　 なお、来年度発生が見込まれる処分費用は概算で145,005,249円であり、設置者より施設費として当該処分費用が措置
　　 されることから、引当金の計上は行っておりません。
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（単位：円）

経常費用
    業務費
      教育経費 1,298,304,471
      研究経費 1,340,026,523
      教育研究支援経費 298,169,144
      受託研究費 766,776,549
      受託事業費 155,457,707
      役員人件費 167,849,504
      教員人件費
　　　　常勤教員 6,057,218,445
　　　　非常勤教員 302,264,623 6,359,483,068
      職員人件費
　　　　常勤職員 1,183,745,040
　　　　非常勤職員 478,057,316 1,661,802,356 12,047,869,322
    一般管理費 908,878,106
    雑損 1,433,217
    経常費用合計 12,958,180,645

経常収益
      運営費交付金収益 6,587,564,515
      授業料収益 3,330,836,736
      入学金収益 588,054,600
      検定料収益 137,368,000
      受託研究等収益
　　　　国又は地方公共団体からの受託研究等収益 129,092,103
　　　　国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益 648,803,370 777,895,473
      受託事業等収益
　　　　国又は地方公共団体からの受託事業等収益 155,457,707 155,457,707
      補助金等収益 476,460,672
      寄附金収益 149,808,650
      資産見返負債戻入
　　　　資産見返運営費交付金等戻入 58,511,283
　　　　資産見返補助金等戻入 149,831,243
　　　　資産見返寄附金戻入 72,467,741
　　　　資産見返物品受贈額戻入 193,435,618 474,245,885
      財務収益
　　　　受取利息等 35,098 35,098
      雑益
　　　　科学研究費補助金等間接経費収益 142,640,918
　　　　財産貸付料収益 58,818,918
　　　　手数料収益 8,352,818
　　　　入試センター試験収益 12,684,901
　　　　その他 67,066,322 289,563,877
      経常収益合計 12,967,291,213
経常利益 9,110,568

臨時損失
      固定資産除却損 16,203,276 16,203,276
臨時利益
      資産見返物品受贈額戻入 11,342,457
      資産見返寄附金戻入 4,860,810 16,203,267

当期純利益 9,110,559
目的積立金取崩額 36,910,424
当期総利益 46,020,983

損益計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日）
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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 △ 2,318,107,570
人件費支出 △ 8,366,308,123
その他の業務支出 △ 665,532,144
運営費交付金収入 6,531,886,000
授業料収入 3,144,231,730
入学金収入 588,054,600
検定料収入 137,368,000
受託研究等収入 945,070,401
受託事業等収入 152,833,545
補助金等収入 495,426,532
寄附金収入 152,529,270
その他の業務収入 255,959,251
預り金の増減額 △ 51,265,143

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,002,146,349

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 △ 499,786,654
定期預金（預り資産）の収支差額 △ 31,500,236
その他 △ 2,082,000
　　　　　小計 △ 533,368,890
利息及び配当金の受取額 35,098

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 533,333,792

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 △ 521,890,296

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 521,890,296

Ⅳ 資金増加（△減少）額 △ 53,077,739
Ⅴ 資金期首残高 1,348,236,689
Ⅵ 資金期末残高 1,295,158,950

(注） （単位：円）
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 1,435,763,184
　　　　　　　　定期預金 △ 140,604,234
　　　　　　　　資金期末残高 1,295,158,950

2 重要な非資金取引
(１)寄附受けによる有形固定資産の増加 83,480,705
(２)リース契約による有形固定資産の増加 91,658,952

キャッシュ・フロー計算書
（平成28年4月1日から平成29年3月31日）
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（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 46,020,983

当期総利益 46,020,983

Ⅱ　利益処分額

　　　地方独立行政法人法第40条第3項により兵庫県知事の

　　　承認を受けようとする額

　　（２）教育研究の質の向上及び組織運営改善目的積立金 46,020,983 46,020,983

利益の処分に関する書類
第４期事業年度
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（単位：円）

Ⅰ　業務費用

　（１）損益計算書上の費用

業務費 12,047,869,322

一般管理費 908,878,106

雑損 1,433,217

臨時損失 16,203,276 12,974,383,921

　（２）（控除）自己収入等

授業料収益 △ 3,330,836,736

入学料収益 △ 588,054,600

検定料収益 △ 137,368,000

受託研究費等収益 △ 777,895,473

受託事業費等収益 △ 155,457,707

寄附金収益 △ 149,808,650

財務収益 △ 35,098

雑益 △ 146,922,959

臨時利益 △ 4,860,810

資産見返運営費交付金等戻入 △ 54,145,841

資産見返寄附金戻入 △ 72,467,741 △ 5,417,853,615

業務費用合計 7,556,530,306

Ⅱ　損益外減価償却相当額 623,689,312

13,256,233

Ⅳ　引当外退職給付増加（△減少）見積額 △ 262,869,989

Ⅴ　機会費用

国又は地方公共団体財産の無償又は減額された

使用料による貸借取引の機会費用 156,485,679

兵庫県出資等の機会費用 23,523,439 180,009,118

Ⅵ　行政サービス実施コスト 8,110,614,980

(注1）資産見返運営費交付金等戻入54,145,841円は、授業料を財源として取得した資産を償却したことによるものです。

(注2）引当外賞与増加見積額には、兵庫県からの派遣職員に係る引当外賞与増加（△減少）見積額△399,012円が含

まれています。

(注3）引当外退職給付増加見積額には、兵庫県からの派遣職員に係る引当外退職給付増加（△減少）見積額

△53,922,039円が含まれています。

(注4）機会費用のうち、兵庫県に係る金額は、148,929,331円です。

行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日）

Ⅲ　引当外賞与増加（△減少）見積額　　
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＜注記事項＞ 

Ⅰ 重要な会計方針 

１  運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 

   運営費交付金収益及び授業料収益は、期間進行基準により計上しています。ただし、退職手当等の特定の目

的で交付された運営費交付金については費用進行基準により計上しています。 

  ２  減価償却の会計処理方法 

(1)  有形固定資産         

定額法を採用しています。 

建物…１ヶ月～５２年 

構築物…１年～５３年 

工具器具備品…１ヶ月～１９年 

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います。ただし、受託研究収入により取得した償

却資産については当該受託研究期間を耐用年数としています。 

なお、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第 85）に係る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います。  

(2)  無形固定資産         

定額法を採用しています。 

       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います。 

３  引当金等の計上基準  

(1)  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、毎年度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いませ

ん。 

また、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（△減少）見積額は、当事業年度末の引当外

賞与増加（△減少）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います。 

(2)  退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準  

役員及び教職員の退職一時金については、毎年度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いません。 

また、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（△減少）見積額は、地方独立行政法人

会計基準第 87 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（△減少）額を計上していま

す。 

４  有価証券の評価基準及び評価方法 

   満期保有目的債券 

   償却原価法（定額法）によっております。 

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 

(1)   国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による賃貸借取引の機会費用 

各地方公共団体の条例、規則等における使用料算出基準を参考として計算しています。 

(2)  地方公共団体出資の機会費用 

平成 29 年３月末における 10 年利付国債利回り 0.065％を参考として計算しています。 

６  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

計処理を、リース料総額が３百万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を行っています。 

７  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、税込方式で行っています。 
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Ⅱ  その他の重要な事項 

 １  減損の兆候が認められた固定資産(減損を認識した場合を除く。)に関する事項 

  (1)  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 種類 場 所 帳簿価額 

研修施設 
土地 

神戸市垂水区 
122,187,000 円 

建物 32,967,542 円 

 

  (2)  認められた減損の兆候の概要  

     上記(1)施設は、施設の老朽化等のため、現在、遊休状態となっています。 

 (3)  減損処理をしない理由 

     回収可能サービス価額が、当該資産の帳簿価額を下回っていないため、減損を認識していません。 

２  資産除去債務 

   (1)  放射性同位元素等又は放射線発生装置を取り扱う施設      

放射線同位元素等又は放射線発生装置を取り扱う施設については、建物等の解体時の汚染レベルを把握

することが困難なことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。 

       そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。 

 (2)  フロン 

 学内各建物に設置されている空調機等のフロンについては、処分時期が明確でないことから、資産除去債

務を合理的に見積もることができません。 

        そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。 

 (3)  建物の賃貸借契約 

     賃貸借契約に基づき使用する建物等については、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、

賃貸借の終了時期が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に

見積もることができません。 

     そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。    

３  金融商品の時価等 

 (1)  金融商品の状況に関する事項 

    資金運用については、預金及び地方債で運用しています。 

 (2)  金融商品の時価等に関する事項 

    期末時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、次のとおりです。 

                                                                （単位：円） 

区  分 貸借対照表計上額（*1） 時  価（*1） 差  額（*1） 

(1)現金及び預金 1,435,763,184 1,435,763,184 ― 

(2)投資有価証券 

  満期保有目的の債券 
100,000,000 99,810,000 △ 190,000 

(3)リース債務 （1,111,690,736） （1,096,998,449） (△14,692,287) 

(4)その他未払金 （856,286,601） （856,286,601） ― 

（*1） 負債科目に係る金額は、上記表中（  ）書きにて表示しています。 

（注） 金融商品の時価の算定方法 

     (1) 現金及び預金 

        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います。 

     (2) 投資有価証券 

        取引金融機関から提示された時価情報により算出しています。 
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(3) リース債務 

        元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方

法により算定しています。 

なお、リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しています。 

(4) その他未払金 

        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います。 

４  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、注記を省略しています。 

５  重要な債務負担行為 

   該当する事項はありません。 

６  重要な後発事象 

   平成28年10月７日に「公立大学法人兵庫県立大学の設立等に関する条例の一部を改正する条例」（兵庫県条

例第 43 号）が公布されました。この条例の施行により、平成 29 年４月１日から、これまで兵庫県が設置していた

兵庫県立大学附属高等学校及び附属中学校を公立大学法人兵庫県立大学が設置することになりました。 

これに伴い、兵庫県から平成 29 年４月１日付けで両校に係る建物の現物出資を受けたほか、県有財産の譲

与契約を締結し、財産の譲与を受けました。 

(1)  現物出資を受けた財産の種類等 

建物（評価額 2,960,847,960 円） 

(2)  譲与を受けた主な財産の種類等 

構築物（受入価額 181,521,000 円） 



附　属　明　細　書

(単位：円）

当期償却額 当期損益内 当期損益外

建物 16,375,692,760 8,665,920 - 16,384,358,680 2,546,119,073 623,689,312 - - - 13,838,239,607 

計 16,375,692,760 8,665,920 - 16,384,358,680 2,546,119,073 623,689,312 - - - 13,838,239,607 

建物 214,240,254 27,259,332 - 241,499,586 102,204,273 19,767,420 - - - 139,295,313 

構築物 193,084,621 - - 193,084,621 50,757,111 10,374,435 - - - 142,327,510 

工具器具備品 5,651,391,422 633,589,802 237,735,423 6,047,245,801 3,728,715,709 1,049,848,990 - - - 2,318,530,092 （注）

図書 5,099,179,491 34,714,941 32,300,070 5,101,594,362 - - - - - 5,101,594,362 

計 11,157,895,788 695,564,075 270,035,493 11,583,424,370 3,881,677,093 1,079,990,845 - - - 7,701,747,277 

土地 21,974,791,238 - - 21,974,791,238 - - - - - 21,974,791,238 

美術品・収蔵品 73,053,850 - - 73,053,850 - - - - - 73,053,850 

計 22,047,845,088 - - 22,047,845,088 - - - - - 22,047,845,088 

土地 21,974,791,238 - - 21,974,791,238 - - - - - 21,974,791,238 

建物 16,589,933,014 35,925,252 - 16,625,858,266 2,648,323,346 643,456,732 - - - 13,977,534,920 

構築物 193,084,621 - - 193,084,621 50,757,111 10,374,435 - - - 142,327,510 

工具器具備品 5,651,391,422 633,589,802 237,735,423 6,047,245,801 3,728,715,709 1,049,848,990 - - - 2,318,530,092 

図書 5,099,179,491 34,714,941 32,300,070 5,101,594,362 - - - - - 5,101,594,362 

美術品・収蔵品 73,053,850 - - - - - - - 73,053,850 

計 49,581,433,636 704,229,995 270,035,493 50,015,628,138 6,427,796,166 1,703,680,157 - - - 43,587,831,972 

特許権 5,240,987 - - 5,240,987 3,427,114 701,670 - - - 1,813,873 

電話加入権 718,000 - - 718,000 - - - - - 718,000 

計 5,958,987 - - 5,958,987 3,427,114 701,670 - - - 2,531,873 

投資有価証券 100,000,000 - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000 

その他 808,650 2,316,000 340,650 2,784,000 - - - - - 2,784,000 

計 100,808,650 2,316,000 340,650 102,784,000 - - - - - 102,784,000 

非償却資産

有形固定資産の
合計

無形固定資産

投資その他の
資産

(注）　当期増加額の主な要因は、硬Ⅹ線光電子分光分析装置(140,400,000円)及び兵庫県立大学遠隔授業システム(リース資産、69,093,000円)を取得したこと等によるものです。

有形固定資産
（特定償却資産）

有形固定資産
（特定償却資産
以外）

(１)　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
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（２）たな卸資産の明細

　　　当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(３)無償使用財産の明細

区分 種別 所在地 面積(㎡) 構造
機会費用の
金額(円)

摘要

研究Ⅱ期棟敷地及び周辺駐
車場

赤穂郡上郡町光都3丁目
1492-1

5,174.25 ― 6,250,494
敷地のうち
一部

明石看護キャンパス進入路
明石市北王子町328-2、342-
4地先

81.47 ― 81,600
明石市所有
水路上橋梁

地域資源マネジメント研究科
敷地

豊岡市祥雲寺字二ヶ谷128 1,563.10 ― 153,826
コウノトリの
郷公園

小計 6,818.82 6,485,920

技術交流館
神戸市須磨区行平町3丁目1
番地

11.00 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 254,978
県立工業技
術センター

産学連携機構本部事務室 姫路市南駅前町123番地 249.34 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 7,474,748
じばさんセン
ター

学生サークル会館 1,132.37
鉄筋コンクリート造
陸屋根2階建

4,869,395

学生サークル会館別館 170.62
軽量鉄骨造
亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

143,596

倉庫 19.62
軽量鉄骨造
亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

11,210

機械産機館 4,485.52
鉄筋コンクリート造
陸屋根4階建

18,726,225

第２ポンプ室 6.93
鉄筋コンクリート造
陸屋根平屋建

19,504

機械産機実験教室 842.40 鉄骨造スレート葺平屋建 2,058,307

便所 5.06
鉄筋コンクリート造
陸屋根平屋建

33,696

機械実習工場 878.02 鉄骨造スレート葺2階建 2,567,505

ガスボンベ室① 18.45
コンクリートブロック造
スレート葺平屋建

44,517

ガスボンベ室③ 3.37
コンクリートブロック造
スレート葺平屋建

1,490

第４ポンプ室 4.19
コンクリートブロック造
スレート葺平屋建

1,879

応化材料実験工場 651.95
鉄筋コンクリート造
陸屋根平屋建

2,621,095

ガスボンベ室④ 3.40
コンクリートブロック造
亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

1,036

応化材料館 4,428.09
鉄筋コンクリート造
陸屋根4階建

22,399,349

無機系廃液処理室 48.14
軽量鉄骨造
ルーフイング葺平屋建

363,333

環境保全室 33.60
鉄骨造
亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

218,570

無機系廃液貯留室 20.14
鉄筋コンクリート造
陸屋根平屋建

57,218

無機系廃液処理準備室 9.72
鉄骨造
亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

6

第１ポンプ室 42.21
鉄筋コンクリート造
陸屋根平屋建

355,039

第３ポンプ室 6.82
コンクリートブロック造
陸屋根平屋建

66,938

危険物貯蔵庫 36.15
鉄筋コンクリート造
陸屋根平屋建

60,652

電気電子館 5,247.05
鉄筋コンクリート造
陸屋根4階建

22,925,330

ガスボンベ室② 17.07
鉄筋コンクリート造
陸屋根平屋建

58,903

ゴミ集積室 24.50 鉄骨造スレート葺平屋建 28,447

土地

姫路市書写字西ノ口2167番
地

建物

姫路市書写字観音寺ノ下
2022番地1

姫路市書写字北垣内2125番
地2
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理工共通館 4,449.33
鉄筋コンクリート造
陸屋根4階建

19,421,140

石工室 40.14
鉄筋コンクリート造
陸屋根平屋建

168,285

本館 3,106.46
鉄筋コンクリート造
陸屋根5階建

16,416,495

部室 417.00
鉄筋コンクリート造
陸屋根2階建

897,933

物置 8.58 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 1,879

Ａ棟（管理・講義棟）
姫路市書写字西ノ口2167番
地

5,579.93
鉄骨造
陸屋根4階建

25,830,802
29.1.27から
使用

設備棟 343.78
鉄筋コンクリート造
陸屋根平屋建

1,900,259 同上

小計 32,340.95 149,999,759

39,159.77 156,485,679

(４)有価証券の明細

　投資その他の資産として計上した有価証券

(５)長期貸付金の明細

　　　当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(６)長期借入金の明細

　　　当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(７)－１　引当金の明細

　　　当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(７)－２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

　　　当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(７)－３　退職給付引当金の明細

　　　当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(８)資産除去債務の明細

　　　当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(９)保証債務の明細

　　　当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

建物

合計

姫路市書写字北垣内2125番
地2外

種類及び銘柄 取得価額 券面総額
貸借対照表
計上額

当期損益に
含まれた評価差

額
摘　要

兵庫県第２回
10年公募債

100,000,000 100,000,000 100,000,000 ―

貸借対照表
計上額

100,000,000

満期保有
目的債券
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(１０)資本金及び資本剰余金の明細

（１１）積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(11)-1 積立金の明細

(11)-2 目的積立金取崩しの明細

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

資本金 38,348,226,798 -                       -                       38,348,226,798

38,348,226,798 -                       -                       38,348,226,798

資本剰余金

2,787,480           9,508,320 -                       12,295,800 (注）

5,360,000 -                       -                       5,360,000 （注２）

68,411,850 -                       -                       68,411,850

76,559,330 9,508,320           -                       86,067,650

△ 1,922,429,761 △ 623,689,312 -                       △ 2,546,119,073 （注３）

△ 1,845,870,431 △ 614,180,992 -                       △ 2,460,051,423

(注)当期増加額の要因は、目的積立金を活用して固定資産を取得したことによるものです。

区分

地方公共団体出資金

計

資本剰余金

計

　剰余金

　寄付金

　承継資産

損益外減価償却累計額

差引計

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

220,677,159 33,021,816 46,418,744 207,280,231 (注１）（注２）

（注１）当期増加額は、前期利益処分によるものです。

（注２）当期減少額は、当該積立金の使途に沿った使用によるものです。

区分

教育研究の質の向上及び組織運営
改善目的積立金

（単位：円）

費用発生による

資産購入による

区　　　　分 金　　　　額 摘　　　　要

目的積立金取崩額

その他

教育研究の質の向上及び組織運営
改善目的積立金

教育研究の質の向上及び組織運営
改善目的積立金

36,910,424

9,508,320
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(１２)運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(12)-1 運営費交付金債務

(12)-2 運営費交付金収益

（単位：円）

運営費交付金
収　　　　　　益

資　産　見　返
運営費交付金等

寄附金債務(注) 小計

平成27年度 7,384,121       -                     7,384,121          -                     -                     7,384,121          -                     

平成28年度 -                  6,615,908,000     6,580,180,394     28,727,606         7,000,000          6,615,908,000     -                     

合計 7,384,121       6,615,908,000     6,587,564,515     28,727,606         7,000,000          6,623,292,121     -                     

期末残高交付年度 期首残高
交付金当期
交　付　額

当期振替額

(注)兵庫県からふるさとひょうご寄附金を財源として当法人の学生応援基金への積立を目的に交付されたため、寄附金債務へ振替えたものです。

（単位：円）

平成27年度
 交　付　分

平成28年度
 交　付　分

合計

-                     5,830,621,148 5,830,621,148

7,384,121 749,559,246 756,943,367

7,384,121 6,580,180,394 6,587,564,515

業務等区分

期間進行基準

費用進行基準

合計
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(１３)地方公共団体等からの財源措置の明細
（単位：円）

資産見返
補助金等

預り補助金等 資本剰余金 収益計上

181,827,000    95,523,729     -               -               86,303,271       

49,845,000      31,963,250     -               -               17,881,750       

1,793,040       -                 -               -               1,793,040        

36,399,662      -                 -               -               36,399,662       

14,338,149      -                 -               -               14,338,149       

2,210,000       -                 -               -               2,210,000        

8,370,000       -                 -               -               8,370,000        

18,020,285      1,594,728       -               -               16,425,557       

14,278,000      -                 -               -               14,278,000       

168,333,119    -                 -               -               168,333,119     

48,716,673      89,364          -               -               48,627,309       

23,444,725      4,290,152       -               -               19,154,573       

5,100,000       -                 -               -               5,100,000        

13,052,947      -                 -               -               13,052,947       

7,957,856       3,200,000       -               -               4,757,856        

744,742          -                 -               -               744,742           

251,200          -                 -               -               251,200           

150,917          -                 -               -               150,917           

186,780          -                 -               -               186,780           

253,511          -                 -               -               253,511           

76,000           -                 -               -               76,000            

1,590,000       -                 -               -               1,590,000        

1,337,000       807,500         -               -               529,500           

4,871,404       -                 -               -               4,871,404        

9,968,586       799,200         -               -               9,169,386        

1,462,000       -                 -               -               1,462,000        

149,999          -                 -               -               149,999           

614,728,595    138,267,923    -               -               476,460,672     

摘要

 兵庫県
　公立大学法人兵庫県立大学施設・設備整備事業
　(姫路工学キャンパス施設整備)

 文部科学省
　地域産学官連携科学技術振興事業

区分 当期交付額
当期振替額

 兵庫県
　公立大学法人兵庫県立大学施設・設備整備事業
　(神戸防災キャンパス整備)

 文部科学省
　科学技術人材育成費補助金
　（ポストドクター・キャリア開発事業）

 文部科学省
　科学技術人材育成費補助金
　(女性研究者研究活動支援事業(連携型))

 兵庫県
　公立大学法人兵庫県立大学施設・設備整備事業
　(姫路工学キャンパスPCB廃棄物処理)

 文部科学省
　地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

 合計

 姫路市
　シニアオープンカレッジ助成金

 姫路市
　大学発まちづくり研究助成金

 独立行政法人科学技術振興機構
　特許出願支援金

 大阪市
　イノベーション創出支援補助金

 経済産業省ほか
　中小企業経営支援等対策費補助金

 G7神戸保健大臣会合推進協議会
　G7神戸保健大臣会合開催50日前リレーフォーラム助成金

 （社福）兵庫県社会福祉協議会
　ボランティアバス支援事業

 姫路市
　結核予防費補助金

 文部科学省
　大学改革推進等補助金
　（大学教育再生加速プログラム）

 文部科学省
　研究拠点形成費等補助金(リーディング大学院構築事業費)
　(フォトサイエンスが拓く次世代ピコバイオロジー)

 文部科学省
　共同利用・共同研究拠点形成事業費補助金
　(特色ある共同研究拠点の整備の推進事業)

 兵庫県
　放射光・スパコンを活用した企業の技術開発支援事業補助金

 文部科学省
　研究拠点形成費等補助金(リーディング大学院構築事業費)
　(災害看護グローバルリーダー養成プログラム)

 文部科学省
　大学改革推進等補助金
　（大学間連携共同教育推進事業）

 兵庫県
　結核定期健康診断実施費補助事業

 神戸市
　結核予防費補助金

 兵庫県
　COEプログラム推進事業補助金

 兵庫県
　「農」イノベーションひょうご研究開発プロジェクト支援事業補助金

 鳥取県
　山陰海岸ジオパーク調査研究支援補助金

 文部科学省
　研究拠点形成費等補助金
　(がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン)
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(１４)役員及び教職員の給与の明細

(単位：円・人）

支給額 支給人員 支給額 支給人員

常勤 86,041,759                      6              62,017,524                      2                

非常勤 6,855,696                        4              -                                   -                

計 92,897,455                      10            62,017,524                      2                

常勤 5,623,228,603                  658          508,317,580                     36               

非常勤 841,086,632                     589          -                                   -                

計 6,464,315,235                  1,247        508,317,580                     36               

常勤 5,709,270,362                  664          570,335,104                     38               

非常勤 847,942,328                     593          -                                   -

計 6,557,212,690                  1,257        570,335,104                     38               

（注1) 常勤教職員：

非常勤教職員：

(注2) 支給額及び支給人員

　非常勤役員及び非常勤教職員については、外数で下段に記載しています。
　また、支給人員については平均支給人員で記載しています。

(注3) 役員報酬基準及び教職員給与基準の概要

(注4) 教職員退職給付基準の概要

（注5） 法定福利費

　上記明細には、法定福利費は含めていません。

（注6） その他

(１５)　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。

　役員報酬については、「公立大学法人兵庫県立大学役員の報酬及び旅費に関する規程」に基づき
支給しています。
　教職員給与については、「公立大学法人兵庫県立大学教職員給与規程」等に基づき支給していま
す。

　役員退職給付については、「公立大学法人兵庫県立大学役員退職手当規程」に基づき支給してい
ます。
　教職員退職給付については、「公立大学法人兵庫県立大学教職員退職手当規程」に基づき支給し
ています。

　教職員の報酬または給与の支給額には、受託研究費等に係るものも含んでいます。

合計

「公立大学法人兵庫県立大学教職員就業規程」で定める常時に勤務する教職員をいいま
す。

「公立大学法人兵庫県立大学客員教員設置要綱」、「公立大学法人兵庫県立大学非常勤研
究員設置要綱」、「公立大学法人兵庫県立大学非常勤講師設置要綱」で定める非常勤教員
等、「公立大学法人兵庫県立大学臨時職員就業規程」、「公立大学法人兵庫県立大学事務
嘱託員就業規程」、「公立大学法人兵庫県立大学臨時研究員就業規程」で定める非常勤職
員等の職員をいいます。

区分
報酬又は給与 退職給付

役員

教職員
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（16）業務費及び一般管理費の明細
（単位：円）

教育経費
         消耗品費 94,567,516
         備品費 19,806,850
         印刷製本費 26,184,245
         水道光熱費 89,260,510
         旅費交通費 55,277,893
         通信運搬費 5,165,455
         賃借料 72,485,878
         車両燃料費 53,018
         福利厚生費 88,155
         保守費 4,383,148
         修繕費 11,522,865
         損害保険料 35,360
         広告宣伝費 4,198,780
         行事費 652,178
         諸会費 4,617,000
         学会費 1,210,116
         会議費 289,558
         報酬 13,939,891
         委託費 121,080,178
         手数料 18,491,042
         銀行手数料 62,390
         奨学費 312,581,405
         租税公課 3,500
         減価償却費 419,796,834
         国際交流関係費 5,457,455
         雑費 17,093,251 1,298,304,471
研究経費
         消耗品費 222,300,416
         備品費 88,731,123
         印刷製本費 6,516,602
         水道光熱費 165,102,123
         旅費交通費 100,439,895
         通信運搬費 5,428,513
         賃借料 73,526,709
         車両燃料費 21,033
         福利厚生費 54,689
         保守費 52,931,368
         修繕費 48,019,152
         損害保険料 35,224
         広告宣伝費 227,220
         行事費 392,398
         諸会費 684,359
         学会費 15,856,952
         会議費 336,777
         報酬 9,297,754
         委託費 164,761,973
         手数料 402,413
         銀行手数料 49,564
         租税公課 6,950
         減価償却費 354,078,278
         雑費 30,825,038 1,340,026,523
教育研究支援経費
         図書費 52,977,578
         消耗品費 7,585,895
         備品費 1,173,608
         印刷製本費 2,717,197
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         水道光熱費 51,753,862
         旅費交通費 4,361,169
         通信運搬費 1,511,734
         賃借料 18,958,322
         車両燃料費 7,641
         保守費 6,250,210
         修繕費 5,034,186
         損害保険料 1,080
         諸会費 272,600
         学会費 53,600
         会議費 56,138
         報酬 322,000
         委託費 47,266,283
         手数料 1,080,000
         銀行手数料 4,752
         租税公課 771,020
         減価償却費 66,525,852
         雑費 29,484,417 298,169,144
受託研究費 766,776,549
受託事業費 155,457,707
役員人件費
         常勤役員報酬（報酬） 62,499,504
         常勤役員報酬（通勤手当） 1,724,180
         常勤役員賞与 21,818,075
         常勤役員退職給付費用 62,017,524
         常勤役員法定福利費 12,524,066
         非常勤役員報酬（報酬） 6,560,000
         非常勤役員報酬（通勤手当） 295,696
         非常勤役員法定福利費 410,459 0 167,849,504
教員人件費
         常勤教員給料（給料） 3,227,703,856
         常勤教員給料（通勤手当） 99,690,908
         常勤教員賞与 1,232,514,480
         常勤教員退職給付費用 508,317,580
         常勤教員法定福利費 980,926,021
         非常勤教員給料（給料） 263,033,536
         非常勤教員給料（通勤手当） 20,487,334
         非常勤教員法定福利費 18,743,753
         再雇用教員給料（給料） 5,657,544
         再雇用教員給料（通勤手当） 224,172
         再雇用教員賞与 1,197,868
         再雇用教員法定福利費 986,016 0 6,359,483,068
職員人件費
         常勤職員給料（給料） 712,382,722
         常勤職員給与（通勤手当） 26,016,172
         常勤職員賞与 248,178,120
         常勤職員法定福利費 152,677,615
         再雇用職員給与（給料） 31,932,582
         再雇用職員給料（通勤手当） 2,432,132
         再雇用職員賞与 6,356,687
         再雇用職員法定福利費 3,769,010
         非常勤職員給料（給料） 392,055,706
         非常勤職員給料（通勤手当） 28,877,543
         非常勤職員法定福利費 57,124,067 1,661,802,356
一般管理費
         消耗品費 115,145,881
         備品費 29,692,315
         印刷製本費 8,729,667
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         水道光熱費 104,960,854
         旅費交通費 21,556,217
         通信運搬費 21,847,397
         賃借料 80,982,701
         車両燃料費 818,450
         福利厚生費 11,657,973
         保守費 32,064,961
         修繕費 75,510,230
         損害保険料 1,195,390
         広告宣伝費 12,107,359
         行事費 321,192
         諸会費 5,166,406
         会議費 146,380
         報酬 15,878,579
         委託費 123,453,829
         手数料 116,873
         銀行手数料 3,457,382
         租税公課 19,297,000
         減価償却費 126,450,882
         施設維持費負担金 80,553,000
         雑費 17,767,188 908,878,106
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(１７)寄附金の明細

区分 当期受入額 件数 摘要

兵庫県立大学 289,134,806 449                           うち現物寄附 130,201,536円　  275件　 

(１８)受託研究の明細

（単位：円）

区分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

兵庫県立大学 74,504,532                517,049,728 544,166,190 47,388,070

(１９)共同研究の明細

（単位：円）

区分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

兵庫県立大学 1,000,000                  432,762,595 233,729,283 200,033,312               

(２０)受託事業等の明細

（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

兵庫県立大学 -                             155,457,707 155,457,707 -                             

（単位：円、件）
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(２１)科学研究費補助金等の明細

(単位:円）

種目 当期受入 件数 摘要

(45,000,000)

13,500,000

(15,750,000)

4,725,000

(44,220,463)

12,906,139

(125,918,919)

37,994,500

(149,033,921)

44,476,374

(29,575,000)

8,917,500

(37,578,719)

11,109,311

(2,000,000)

600,000

(200,000)

0

(4,600,000)

0

(4,912,809)

723,844

(22,300,000)

6,690,000

(7,155,000)

998,250

(488,244,831)

142,640,918

(注１）受入額は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にて（　）書きとしています。

(注２）受入額には他大学の研究分担者への送金額は含めず、他大学から本学研究分担者あての送金額を含めています。

特別研究員奨励費 6

厚生労働省科学研究費 2

合計 416

挑戦的萌芽研究 43

若手研究（B) 39

研究活動スタート支援 2

研究成果公開促進費 3

国際共同研究加速基金 2

特別研究促進費 1

基盤研究（Ｂ） 82

基盤研究（C) 191

新学術領域研究 16

基盤研究（Ｓ) 4

基盤研究（A) 25
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(２２)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

（２３）関連公益法人等に関する明細

　　　当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(22)-1　現金及び預金の内訳（法人分） （単位：円）

区　　　　　分 期末残高 備考（口座数）

現金 543,200

普通預金 1,202,451,646 51

当座預金 476,766 2

計 1,203,471,612

(22)-2　現金及び預金の内訳（他団体預り分） （単位：円）

区　　　　　分 期末残高 備考（口座数）

現金 10,000

普通預金 91,677,338 26

定期預金 140,604,234 14

計 232,291,572

(22)-3　未収入金の内訳 （単位：円）

区　　　　　分 期末残高 備考

受託研究未収入金 36,073,931

受託事業未収入金 4,124,162

未収補助金 244,017,463

その他未収入金 88,806,246

計 373,021,802

(22)-4　預り金の内訳 （単位：円）

区　　　　　分 期末残高 備考

預りその他補助金等 19,223,122

預り社会保険料（健保・厚生年金等） 2,478,415

預り雇用保険料 19,859,520

預り所得税（給与） 29,047,215

預り所得税（その他） 358,029

預り住民税 37,881,100

預り契約保証金 24,092,016

預り入札保証金 1,216,000

その他預り金(法人分） 961,272

その他預り金(他団体預り分） 232,291,572

計 367,408,261

(22)-5　その他未払金の内訳 （単位：円）

区　　　　　分 期末残高 備考

人件費 102,868,786

旅費 22,938,420

その他の未払金 730,479,395

計 856,286,601

(注）普通預金7,840,147円、当座預金476,766円は学生飛躍基金及び学生応援基金分です。
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