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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 212,324

減価償却累計額 △ 60,169 152,154

図書 995,119

美術品・収蔵品 6,773

有形固定資産合計 2,654,562

2 無形固定資産

ソフトウェア 12,699

無形固定資産合計 12,699

固定資産合計 2,667,262

Ⅱ流動資産

現金及び預金 227,786

仮払金 161

その他未収金 8,593

流動資産合計 236,541

資産合計 2,903,803

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 15,143

資産見返寄附金 2,760

資産見返物品受贈額 1,023,936 1,041,840

長期リース債務 71,898

固定負債合計 1,113,739

Ⅱ流動負債

1,985

152,378

46,340

1,605

666

9,515

27,181

流動負債合計 239,671

負債合計 1,353,410

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

当期未処分利益 43,104

(43,104)

利益剰余金合計 43,104

純資産合計 1,550,392

負債･資本合計 2,903,803

貸借対照表
(平成３１年３月３１日現在)

寄附金債務

未払金

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
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経常費用

業務費

教育経費 190,565

研究経費 81,559

教育研究支援経費 44,646

受託研究費 500

受託事業費 11,197

役員人件費 34,910

教員人件費 1,416,915

職員人件費 433,452 2,213,748

一般管理費 146,693

経常費用合計 2,360,442

経常収益

運営費交付金収益 1,447,375

授業料収益 794,775

入学金収益 81,216

検定料収益 27,723

受託研究収益 500

受託事業等収益 11,197

補助金等収益 900

寄附金収益 6,931

財務収益

受取利息 2 2

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 417

資産見返寄附金戻入 305

資産見返物品受贈額戻入 13,663 14,387

雑益

財産貸付料収益 3,175

科学研究費補助金間接費収益 6,873

入試センター試験収益 4,169

その他雑益 4,317 18,536

経常収益合計 2,403,546

経常利益 43,104

臨時損失

承継消耗品費 85,077 85,077

臨時利益

物品受贈益 85,077 85,077

当期純利益 43,104

当期総利益 43,104

損益計算書
(平成３０年４月１日から平成３１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 △201,525

人件費支出 △1,829,025

その他の業務支出 △88,026

運営費交付金収入 1,453,831

授業料収入 789,816

入学金収入 81,216

検定料収入 27,723

受託研究収入 500

受託事業等収入 3,500

補助金等収入 900

寄附金収入 5,192

預り科学研究費補助金等の収支差額 26,172

その他の収入 17,641

業務活動によるキャッシュ・フロー 287,914

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 △11,102

　　　　　小計 △11,102

利息及び配当金の受領額 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,099

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 △49,028

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,028

Ⅳ 資金増加額（又は減少額） 227,786

Ⅴ 資金期首残高 0

Ⅵ 資金期末残高 227,786

キャッシュ・フロー計算書
（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）
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Ⅰ当期未処分利益

43,104,182

当期総利益 43,104,182

Ⅱ利益処分額

積立金 1,342,059

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た額

教育研究の質の向上及び組織運営の 41,762,123 43,104,182

改善目的積立金

利益の処分に関する書類
(令和元年９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 2,213,748

一般管理費 146,693

臨時損失 85,077 2,445,519

（２）（控除）自己収入等

授業料収益 △ 794,775

入学金収益 △ 81,216

検定料収益 △ 27,723

受託研究収益 △ 500

受託事業等収益 △ 11,197

寄附金収益 △ 6,931

資産見返運営費交付金等戻入（授業料分） △ 417

資産見返寄附金戻入 △ 305

財務収益 △ 2

雑益 △ 11,662 △ 934,733

業務費用合計 1,510,786

Ⅱ損益外減価償却相当額 －

Ⅲ引当外賞与増加見積額 12,185

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 72,736

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 209,956

地方公共団体出資の機会費用 － 209,956

Ⅵ行政サービス実施コスト 1,805,664

行政サービス実施コスト計算書
(平成３０年４月１日～平成３１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。

建物 3～47年

構築物 3～60年

工具器具備品 3～14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％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。）

　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。

122,768

581,041

　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。

　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。
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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

　無償譲渡資産等の受入

土地 千円

工具器具備品 千円

図書 千円

美術品・収蔵品 千円

ソフトウェア 千円

承継消耗品 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2,005千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21,580千円が含まれています。

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。

85,077 

227,786 

227,786 

15,295 

1,500,515 

201,082 

988,490 

6,773 
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(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 201,082 11,242 － 212,324 60,169 60,169 152,154

図書 988,490 6,972 343 995,119 － － 995,119

小計 1,189,572 18,214 343 1,207,443 60,169 60,169 1,147,274

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

美術品・収蔵品 6,773 － － 6,773 － － 6,773

小計 1,507,288 － － 1,507,288 － － 1,507,288

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

工具器具備品 201,082 11,242 － 212,324 60,169 60,169 152,154

図書 988,490 6,972 343 995,119 － － 995,119

美術品・収蔵品 6,773 － － 6,773 － － 6,773

合計 2,696,861 18,214 343 2,714,732 60,169 60,169 2,654,562

ソフトウェア 15,295 594 － 15,889 3,189 3,189 12,699

合計 15,295 594 － 15,889 3,189 3,189 12,699

－ － － － － － － －

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 132,626

13,710.73 ㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 75,197

566.87 ㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2,132

39,781.87 ㎡ 209,956

(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。

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

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

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

群馬県立女子大学教員公舎 佐波郡玉村町上新田1873-2

合計
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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

平成３０年度 － 1,453,831 1,447,375 6,455 － 1,453,831 －

合計 － 1,453,831 1,447,375 6,455 － 1,453,831 －

(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 29,667 2 4,785 2 － －

非常勤 457 3 － － － －

常勤 1,051,898 127 228,183 127 22,257 4

非常勤 109,136 85 5,439 11 － －

常勤 337,497 48 49,527 48 － －

非常勤 40,507 28 5,920 23 － －

常勤 1,419,064 177 282,495 177 22,257 4

非常勤 150,101 116 11,359 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

22,260
22,260

1,447,375
1,447,375

当期振替額

期末残高

平成30年度交付分 合計

1,425,115 1,425,115

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 54,212 1,096,214 1,063,321 2,213,748

　　教育経費 － 92,751 97,814 190,565

　　研究経費 － 32,118 49,441 81,559

　　教育研究支援経費 － 23,276 21,369 44,646

　　受託研究費 － － 500 500

　　受託事業費 － 540 10,657 11,197

　　人件費 54,212 947,528 883,538 1,885,278

　一般管理費 19,911 58,428 68,352 146,693

　財務費用 － － － －

　雑損 － － － －

小計 74,124 1,154,643 1,131,674 2,360,442

業務収益 － － － －

　運営費交付金収益 81,612 537,591 828,172 1,447,375

　学生納付金収益 － 613,848 289,866 903,714

　受託研究収益 － － 500 500

　受託事業等収益 － 540 10,657 11,197

　補助金等収益 － － 900 900

　寄附金収益 － 2,710 4,220 6,931

　資産見返負債戻入 4,057 215 10,114 14,387

　財務収益 2 － － 2

　雑益 － 13,400 5,136 18,536

小計 85,672 1,168,305 1,149,568 2,403,546

業務損益 11,548 13,662 17,893 43,104

帰属資産 253,588 1,579,414 1,070,801 2,903,803

　土地 － 751,083 749,432 1,500,515

　工具器具備品 13,098 85,401 53,654 152,154

　図書 － 737,265 257,853 995,119

　ソフトウェア 12,175 － 524 12,699

　 　現金及び預金 227,786 － － 227,786

　その他 528 5,663 9,336 15,528

(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 24,046 32,834 63,359

引当外賞与増加見積額 240 5,232 6,712 12,185

引当外退職給付増加見積額 3,579 40,489 28,668 72,736

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 13,277
備品費 6,571
印刷製本費 6,442
水道光熱費 19,478
旅費交通費 3,763
通信運搬費 1,429
賃借料 11,396
保守費 11,746
修繕費 2,561
損害保険料 17
広告宣伝費 754
行事費 303
諸会費 52
会議費 4
報酬・委託・手数料 38,465
奨学費 32,430
減価償却費 39,577
雑費 2,294 190,565

研究経費
消耗品費 25,891
備品費 11,569
印刷製本費 2,497
水道光熱費 5,707
旅費交通費 18,302
通信運搬費 1,473
賃借料 11
保守費 174
修繕費 834
広告宣伝費 741
諸会費 5,381
会議費 22
報酬・委託・手数料 7,784
減価償却費 1,015
雑費 152 81,559

教育研究支援経費
消耗品費 12,492
備品費 1,369
図書費 161
水道光熱費 2,463
旅費交通費 25
通信運搬費 6
賃借料 7,867
保守費 5,854
修繕費 127
諸会費 199
報酬・委託・手数料 12,367
減価償却費 1,710 44,646

受託研究費
消耗品費 39
備品費 106
旅費交通費 323
諸会費 30 500
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受託事業費
　教員人件費

非常勤教員人件費
給料 2,088 2,088

　職員人件費
非常勤職員人件費

給料 1,593
賞与 62
法定福利費 276 1,931 4,019

消耗品費 2,491
備品費 293
印刷製本費 432
水道光熱費 362
旅費交通費 319
通信運搬費 173
修繕費 2,684
報酬・委託・手数料 420 11,197

役員人件費
報酬 21,722
賞与 8,403
法定福利費 4,785 34,910

教員人件費
常勤教員給与

給料 767,761
賞与 284,137
退職給付費用 22,257
法定福利費 228,183 1,302,339

非常勤教員給与
給料 108,150
賞与 986
法定福利費 5,439 114,575 1,416,915

職員人件費
常勤職員給与

給料 251,907
賞与 85,590
法定福利費 49,527 387,024

非常勤教員給与
給料 37,033
賞与 3,473
法定福利費 5,920 46,427 433,452

一般管理費
消耗品費 17,287
備品費 1,061
印刷製本費 2,326
水道光熱費 19,220
旅費交通費 3,340
通信運搬費 6,193
賃借料 1,384
車両燃料費 264
福利厚生費 915
保守費 16,087
修繕費 8,151
損害保険料 3,698
広告宣伝費 1,665
諸会費 2,329
会議費 3
交際費 129
報酬・委託・手数料 40,519
振込手数料 151
租税公課 752
減価償却費 21,055
雑費 156 146,693
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(18) 寄附金の明細

(単位:千円)

当期受入額 件数

2,710 12

6,205 17

8,915 29

(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 － 500 500 －
間接経費 － － － －
直接経費 － － － －
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)

期首残高 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

直接経費 － 11,197 11,197 －
間接経費 － － － －
直接経費 － 11,197 11,197 －
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

(40)
12

(2,560)
768

(6,400)
1,674

(1,096)
180

(2,400)
720

(321)
96

(12,477)
3,005
(358)

30
(651)
195

(778)
－

(400)
120

(2,074)
－

(470)
71

(30,029)
6,873

区分 摘要

群馬県立女子大学 うち、現物寄附　1,018千円、10件

群馬県立県民健康科学大学 うち、現物寄附　2,705千円、16件

合計

区分

(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） 1

基盤研究（Ｂ）一般 9

基盤研究（Ｃ）一般 11

1

若手研究 3

基盤研究（Ｃ）一般 26

若手研究（Ｂ）

厚生労働科学研究費補助金 1

若手研究 1

若手研究（Ｂ） 1

挑戦的研究（萌芽）

合計 64

(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 2

基盤研究（Ｃ）特設 1

4

挑戦的萌芽研究 3

株式会社等

合計

群馬県

合計

委託者等
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(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)

退職金

群馬県 17,560

ユサコ（株） 6,180

ＳＦＩリーシング（株） 5,914

富士通リース（株）関東支店 5,436

（株）朝日ネット 4,239

前橋赤十字病院 3,753

（株）栗原医療器械店前橋支店 3,429

パナソニック関東設備（株） 3,186

（株）フィリップス・ジャパン 2,135

残高

区分 残高

現金 0

22,257

その他 78,286

合計 152,378

普通預金 227,786

合計 227,786

相手方
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