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(単位：千円)

資産の部

Ⅰ固定資産

1 有形固定資産

土地 1,500,515

工具器具備品 298,015

減価償却累計額 △ 111,475 186,539

車両運搬具 1,674

減価償却累計額 △ 27 1,646

図書 1,000,539

美術品・収蔵品 8,073

有形固定資産合計 2,697,314

2 無形固定資産

ソフトウェア 14,448

無形固定資産合計 14,448

固定資産合計 2,711,762

Ⅱ流動資産

現金及び預金 267,486

仮払金 253

その他未収金 17,641

流動資産合計 285,381

資産合計 2,997,143

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 32,511

資産見返寄附金 6,794

資産見返物品受贈額 1,009,362 1,048,668

長期リース債務 99,759

固定負債合計 1,148,428

Ⅱ流動負債

2,548

163,341

56,244

799

727

14,185

25,371

流動負債合計 263,219

負債合計 1,411,647

純資産の部

Ⅰ資本金

地方公共団体出資金 1,500,515

資本合計 1,500,515

Ⅱ資本剰余金

資本剰余金 6,773

資本剰余金合計 6,773

Ⅲ利益剰余金

教育研究の質の向上及び組織運営の改善目的積立金 41,762

積立金 1,342

当期未処分利益 35,103

(35,103)

利益剰余金合計 78,207

純資産合計 1,585,495

負債･資本合計 2,997,143

短期リース債務

未払費用

未払消費税等

預り金

(うち当期総利益)

預り科学研究費補助金等

貸借対照表
(令和２年３月３１日現在)

寄附金債務

未払金
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経常費用

業務費

教育経費 203,216

研究経費 85,277

教育研究支援経費 47,276

受託研究費 2,249

受託事業費 9,821

役員人件費 35,042

教員人件費 1,484,122

職員人件費 421,923 2,288,930

一般管理費 143,013

経常費用合計 2,431,944

経常収益

運営費交付金収益 1,508,118

授業料収益 795,558

入学金収益 75,717

検定料収益 23,917

受託研究収益 2,250

受託事業等収益 9,821

補助金等収益 8,458

寄附金収益 6,704

財務収益

受取利息 3 3

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 2,496

資産見返寄附金戻入 618

資産見返物品受贈額戻入 14,574 17,689

雑益

財産貸付料収益 1,922

科学研究費補助金間接費収益 8,688

入試センター試験収益 4,068

その他雑益 4,130 18,810

経常収益合計 2,467,047

経常利益 35,103

当期純利益 35,103

当期総利益 35,103

損益計算書
(平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで)

(単位：千円)
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（単位：千円）

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 △270,488

人件費支出 △1,940,005

その他の業務支出 △123,634

運営費交付金収入 1,515,312

授業料収入 796,441

入学金収入 75,717

検定料収入 23,917

受託研究収入 2,250

受託事業等収入 7,796

補助金等収入 810

寄附金収入 3,350

預り科学研究費補助金等の収支差額 3,790

その他の収入 19,297

業務活動によるキャッシュ・フロー 114,553

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 △20,036

　　　　　小計 △20,036

利息及び配当金の受領額 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,033

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 △54,819

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,819

Ⅳ 資金増加額（又は減少額） 39,699

Ⅴ 資金期首残高 227,786

Ⅵ 資金期末残高 267,486

キャッシュ・フロー計算書
（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）
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Ⅰ当期未処分利益

35,103,123

当期総利益 35,103,123

Ⅱ利益処分額

積立金 0

地方独立行政法人法第40条第3項により

設置団体の長の承認を受けようとする額

教育研究の質の向上及び組織運営の 35,103,123 35,103,123

改善目的積立金

利益の処分に関する書類
(令和２年１０月２０日)

(単位：円)
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Ⅰ業務費用

（１）損益計算書上の費用

業務費 2,288,930

一般管理費 143,013

臨時損失 0 2,431,944

（２）（控除）自己収入等

授業料収益 △ 795,558

入学金収益 △ 75,717

検定料収益 △ 23,917

受託研究収益 △ 2,250

受託事業等収益 △ 9,821

寄附金収益 △ 6,704

資産見返運営費交付金等戻入 △ 2,487

資産見返寄附金戻入 △ 618

財務収益 △ 3

雑益 △ 10,121 △ 927,199

業務費用合計 1,504,745

Ⅱ損益外減価償却相当額 －

Ⅲ引当外賞与増加見積額 1,085

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 △ 8,295

Ⅴ機会費用

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貸借取引の機会費用 209,748

地方公共団体出資の機会費用 75 209,823

Ⅵ行政サービス実施コスト 1,707,358

行政サービス実施コスト計算書
(平成３１年４月１日～令和２年３月３１日)

(単位：千円)
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注記

Ⅰ 重要な会計方針

1 運営費交付金収益の計上基準

　期間進行基準を採用しています。

　なお、退職一時金および特定の事業については、費用進行基準を採用しています。

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。

　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。主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

工具器具備品 3～14年

車両運搬具 5年

(2) 無形固定資産

　定額法を採用しています。

　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）で償却しています。

3 賞与引当金及び見積額の計上基準

　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、賞与に係る引当金は計上していません。

4 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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の計算方法

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算方法

　決算日における１０年国債（新発債）の利回りを参考に0.005％で計算しています。

6 リース取引の会計処理

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、税込方式によっています。

8 財務諸表及び附属明細書の表示単位

Ⅱ 貸借対照表関係

　運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 千円

　運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 千円

　（群馬県からの派遣職員に対する退職給付見積額は、上記金額には含んでいません。）

　ただし、所有権移転外ファイナンスリース資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっています。

　また、特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第８７）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います。

　なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見込額は、地方独立行政法人会計基準第８８第２項に基づ

き計算された賞与に係る引当金外賞与見積額の当期増加額を計上しています。

　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込額は、地方独立行政法人会計基準第８９第４項に

基づき計算された退職一時金に係る退職給付債務の当期増加額を計上しています。

125,904

590,645

　リース契約１件当たりのリース料総額が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によっています。

　記載金額は千円単位とし、表示単位未満については切り捨てて表示しています。ただし、利益の処分に関する書類につい

ては、円単位で表示しています。

　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いません。

　群馬県から無償貸与を受けている建物については、群馬県行政財産使用料条例に基づき計算しています。
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Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳

現金及び預金 千円

資金期末残高 千円

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 千円

　現物寄附による有形固定資産の取得 千円

Ⅳ 行政サービス実施コスト計算書関係

(1) 引当外賞与増加見積額には、群馬県からの派遣職員に係る△2,050千円が含まれています。

(2) 引当外退職給付増加見積額には、群馬県からの派遣職員に係る△17,899千円が含まれています。

(3) 機会費用はすべて設立団体に係るものです。

Ⅴ 重要な債務負担行為

　該当事項はありません。

Ⅵ 重要な後発事象

　該当事項はありません。

92,585 

4,653 

267,486 

267,486 

－7－



 
 
 
 
 

附 属 明 細 書 
 



(1) 

(単位:千円)

差引当期

当期償却額 期末残高

工具器具備品 － － － － － － －

小計 － － － － － － －

工具器具備品 212,324 104,749 19,058 298,015 111,475 51,306 186,539

図書 995,119 7,286 1,866 1,000,539 － － 1,000,539

車両 － 1,674 － 1,674 27 27 1,646

小計 1,207,443 113,710 20,925 1,300,229 111,503 51,333 1,188,725

土地 1,500,515 － － 1,500,515 － － 1,500,515

美術品・収蔵品 6,773 1,300 － 8,073 － － 8,073

小計 1,507,288 1,300 － 1,508,588 － － 1,508,588

土地 1,500,515 － － 1,500,515 － － 1,500,515

工具器具備品 212,324 104,749 19,058 298,015 111,475 51,306 186,539

図書 995,119 7,286 1,866 1,000,539 － － 1,000,539

美術品・収蔵品 6,773 1,300 － 8,073 － － 8,073

車両 － 1,674 － 1,674 27 27 1,646

合計 2,714,732 115,010 20,925 2,808,817 111,503 51,333 2,697,314

ソフトウェア 15,889 5,071 － 20,961 6,512 3,323 14,448

合計 15,889 5,071 － 20,961 6,512 3,323 14,448

－ － － － － － － －

合　　　計 － － － － － － －

(2) たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(3) 無償使用公有財産等の明細

(単位:千円)

区分 面積 構造 機会費用の金額 備考

25,504.27 ㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 133,854

13,710.73 ㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 75,893

39,215.00 ㎡ 209,748

(4) 有価証券の明細

該当事項はありません。

(5) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(6) 長期借入金の明細

該当事項はありません。

(7) 公立大学法人債の明細

該当事項はありません。

(8) 引当金の明細

該当事項はありません。

(9) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(10) 保証債務の明細

該当事項はありません。

合計

無形固定資産

投資その他の資
産

種別 所在地

建物
群馬県立女子大学校舎 佐波郡玉村町上之手1395-1

群馬県立県民健康科学大学校舎 前橋市上沖町323-1

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）

非償却資産

有形固定資産合
計

固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87　特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91　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 当年度増加額当年度減少額 期末残高
減価償却累計額

備　考
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(11) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:千円)

期首残高 当年度増加額 当年度減少額 期末残高 備　　考

1,500,515 － － 1,500,515

1,500,515 － － 1,500,515

6,773 － － 6,773

－ － － －

6,773 － － 6,773

－ － － －

－ － － －

(12) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

(13) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(13)-1運営費交付金債務
(単位:千円)

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

令和元年度 － 1,515,312 1,508,118 7,193 － 1,515,312 －

合計 － 1,515,312 1,508,118 7,193 － 1,515,312 －

(13)-2運営費交付金収益
(単位:千円)

業務等区分

期間進行基準

費用進行基準

合計

(14) 地方公共団体等からの財源措置の明細

該当事項はありません。

(15) 役員及び教職員の給与の明細

金額 支給人員 金額 支給人員 金額 支給人員

常勤 29,829 2 4,784 2 － －

非常勤 428 3 － － － －

常勤 1,089,236 127 236,441 127 44,966 4

非常勤 108,039 85 5,437 11 － －

常勤 323,933 48 51,166 48 － －

非常勤 41,232 28 5,591 23 － －

常勤 1,442,999 177 292,392 177 44,966 4

非常勤 149,701 116 11,029 34 － －

(注１)役員報酬基準については、群馬県公立大学法人役員報酬規程に基づき支給しています。

(注２)教職員の退職手当については、群馬県公立大学法人職員退職手当に関する規程に基づき支給しています。

(注３)支給人員は、年間平均支給人員を掲載しています。

職員

合計

　　　教職員給与基準については、群馬県公立大学法人職員給与規程及び群馬県公立大学法人非常勤
    職員の報酬及び賃金に関する規程に基づき支給しています。

(単位:千円、人)

区分
報酬又は給料等 法定福利費 退職給付

役員

教員

44,966 44,966

1,508,118 1,508,118

当期振替額

期末残高

令和元年度交付分 合計

1,463,152 1,463,152

交付年度 期首残高 当期交付額

資本剰余金

無償譲渡

施設費

計

損益外減価償却累計額

計

区分

資本金
地方公共団体（群馬県）出資金

計
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(16) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

法人事務局
群馬県立
女子大学

群馬県立
県民健康
科学大学

合計

業務費用

　業務費 42,723 1,110,544 1,135,663 2,288,930

　　教育経費 － 90,997 112,218 203,216

　　研究経費 － 34,606 50,671 85,277

　　教育研究支援経費 － 24,613 22,662 47,276

　　受託研究費 － － 2,249 2,249

　　受託事業費 － 348 9,473 9,821

　　人件費 42,723 959,978 938,386 1,941,088

　一般管理費 20,512 59,371 63,129 143,013

　財務費用 － － － －

　雑損 － － － －

小計 63,236 1,169,915 1,198,792 2,431,944

業務収益 － － － －

　運営費交付金収益 65,740 572,144 870,233 1,508,118

　学生納付金収益 － 595,718 299,474 895,192

　受託研究収益 － － 2,250 2,250

　受託事業等収益 － 348 9,473 9,821

　補助金等収益 － 300 8,158 8,458

　寄附金収益 － 1,609 5,095 6,704

　資産見返負債戻入 4,057 1,970 11,660 17,689

　財務収益 3 － － 3

　雑益 66 11,404 7,338 18,810

小計 69,867 1,183,495 1,213,684 2,467,047

業務損益 6,631 13,579 14,892 35,103

帰属資産 286,565 1,578,540 1,132,037 2,997,143

　土地 － 751,083 749,432 1,500,515

　工具器具備品 9,741 76,228 100,569 186,539

　図書 － 738,283 262,255 1,000,539

　ソフトウェア 9,054 4,510 883 14,448

　 　現金及び預金 267,486 － － 267,486

　その他 282 8,435 18,896 27,614

(注１)セグメントの区分方法は、法人事務局、群馬県立女子大学、群馬県立県民健康科学大学に区分しております。

(注２)引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は次のとおりです。

(単位:千円)

法人事務局
群馬県立
女子大学

群馬県立
県民健康
科学大学

合計

減価償却費 6,477 26,484 40,754 73,716

引当外賞与増加見積額 △ 609 630 1,064 1,085

引当外退職給付増加見積額 △ 3,497 19,416 △ 24,213 △ 8,295

区分

区分
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(17) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

教育経費
消耗品費 18,121
備品費 12,803
印刷製本費 7,835
水道光熱費 17,064
旅費交通費 3,480
通信運搬費 1,556
賃借料 8,329
保守費 17,093
修繕費 1,004
損害保険料 11
広告宣伝費 1,614
行事費 260
諸会費 119
会議費 12
報酬・委託・手数料 42,502
奨学費 25,615
減価償却費 43,814
雑費 1,976 203,216

研究経費
消耗品費 23,471
備品費 12,242
印刷製本費 1,835
水道光熱費 5,006
旅費交通費 14,969
通信運搬費 1,046
保守費 33
修繕費 5,855
広告宣伝費 645
諸会費 6,381
報酬・委託・手数料 11,384
減価償却費 2,301
雑費 104 85,277

教育研究支援経費
消耗品費 13,056
備品費 709
図書費 1,866
水道光熱費 2,157
旅費交通費 74
通信運搬費 85
賃借料 8,089
保守費 5,908
修繕費 198
諸会費 204
報酬・委託・手数料 13,215
減価償却費 1,710 47,276

受託研究費
消耗品費 167
備品費 589
旅費交通費 480
諸会費 113
減価償却費 900 2,249
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受託事業費
　教員人件費

非常勤教員人件費
給料 1,482
法定福利費 5 1,488

　職員人件費
非常勤職員人件費

給料 1,906
賞与 192
法定福利費 275 2,373 3,862

消耗品費 1,741
備品費 731
印刷製本費 346
水道光熱費 109
旅費交通費 233
通信運搬費 188
広告宣伝費 173
報酬・委託・手数料 352
減価償却費 2,078
雑費 4 9,821

役員人件費
報酬 21,729
賞与 8,528
法定福利費 4,784 35,042

教員人件費
常勤教員給与

給料 790,474
賞与 298,762
退職給付費用 44,966
法定福利費 236,441 1,370,644

非常勤教員給与
給料 107,102
賞与 937
法定福利費 5,437 113,477 1,484,122

職員人件費
常勤職員給与

給料 238,943
賞与 84,990
法定福利費 51,166 375,099

非常勤教員給与
給料 37,317
賞与 3,915
法定福利費 5,591 46,824 421,923

一般管理費
消耗品費 17,048
備品費 2,638
印刷製本費 226
水道光熱費 17,078
旅費交通費 1,804
通信運搬費 6,083
賃借料 1,215
車両燃料費 208
福利厚生費 1,086
保守費 14,532
修繕費 12,272
損害保険料 3,589
広告宣伝費 5,505
諸会費 2,467
会議費 37
交際費 121
報酬・委託・手数料 32,671
振込手数料 247
租税公課 1,126
減価償却費 22,909
雑費 140 143,013
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(18) 寄附金の明細

(単位:千円)

当期受入額 件数

3,270 830

8,651 176

11,921 1,006

(19) 受託研究の明細

(単位:千円)

経費の別 期首残高 当期受入額 受託研究収益 期末残高

直接経費 － 2,250 2,250 －
間接経費 － 250 250 －
直接経費 － 250 250 －
間接経費 － － － －

(20) 共同研究の明細

該当事項はありません。

(21) 受託事業等の明細

(単位:千円)

経費の別 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

直接経費 － 9,821 9,821 －
間接経費 － － － －
直接経費 － 9,821 9,821 －
間接経費 － － － －

(22) 科学研究費補助金等の明細

(単位:千円)

区分 当期受入額 件数 摘要

(450)
135

(2,110)
633

(6,226)
1,574

－
－

(1,400)
420

(320)
96

(15,735)
4,720
(74)

－
(3,353)

930
(605)

－
(600)

180
－
－
－
－

(30,875)
8,688

区分 摘要

群馬県立女子大学 うち、現物寄附　2,870千円、829件

群馬県立県民健康科学大学 うち、現物寄附　5,701千円、174件

合計

委託者等

(注)現物寄附には科学研究費補助金からの現物寄附を含みます。

種目

群馬県立女子大
学

基盤研究（Ａ）

厚生労働科学研究費補助金

合計

若手研究（Ｂ）

2

基盤研究（Ｂ）一般 7

基盤研究（Ｃ）一般 9

若手研究 3

基盤研究（Ｃ）一般 27

若手研究 4

若手研究（Ｂ） 1

挑戦的研究（萌芽）

61

(注１)当期受入額には、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で（）内に記載しております。
(注２)他大学からの分担金を含めています。

群馬県立県民健
康科学大学

基盤研究（Ｂ）一般 3

基盤研究（Ｃ）特設 1

4

挑戦的萌芽研究

株式会社等

合計

群馬県等

合計

委託者等

0

－13－



(23) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(23)-1現金及び預金の明細
(単位:千円)

(23)-2未払金の明細
(単位:千円)

11,550

5,914

5,067

4,510

4,397

4,277

4,113

3,741

3,588

44,155

その他 72,025

合計 163,341

普通預金 267,486

合計 267,486

相手方 残高

区分 残高

現金 -                         

（株）朝日ネット

（株）栗原医療器械店前橋支店

朝日印刷工業（株）

前橋赤十字病院

退職金

（株）フィリップス・ジャパン

ＳＦＩリーシング（株）

丸善雄松堂（株）首都圏営業部

株式会社アルク

ＮＴＴファイナンス（株）関東支店
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