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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

建物 1,056

減価償却累計額 △ 5 1,050

工具器具備品 358,474

減価償却累計額 △ 147,367 211,107

車両運搬具 3,170

減価償却累計額 △ 387 2,782

図書 1,010,556

美術品・収蔵品 8,073

有形固定資産合計 2,734,085

2 無形固定資産

ソフトウェア 10,194

無形固定資産合計 10,194

固定資産合計 2,744,280

Ⅱ流動資産

現金及び預金 308,562

前払費用 176

仮払金 499

その他未収金 8,756

流動資産合計 317,994

資産合計 3,062,275

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 58,798

資産見返寄附金 7,976

資産見返物品受贈額 998,713 1,065,488

長期リース債務 116,386

固定負債合計 1,181,874

Ⅱ流動負債

2,214

157,190

55,375

863

503

21,160

25,392

流動負債合計 262,700

負債合計 1,444,575

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 76,865

積立金 1,342

当期未処分利益 32,204

(32,204)

利益剰余金合計 110,411

純資産合計 1,617,700

負債･資本合計 3,062,275

貸借対照表
(令和３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 285,038

研究経費 73,277

教育研究支援経費 53,764

受託研究費 3,149

共同研究費 363

受託事業費 6,134

役員人件費 34,391

教員人件費 1,478,877

職員人件費 418,558 2,353,553

一般管理費 136,795

経常費用合計 2,490,349

経常収益

運営費交付金収益 1,487,204

授業料収益 784,900

入学金収益 71,285

検定料収益 23,580

受託研究収益 3,150

共同研究収益 363

受託事業等収益 6,134

補助金等収益 103,241

寄附金収益 7,590

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 5,436

資産見返寄附金戻入 1,181

資産見返物品受贈額戻入 10,649 17,267

雑益

財産貸付料収益 1,950

科学研究費補助金間接費収益 6,760

入試センター試験収益 4,356

その他雑益 4,766 17,833

経常収益合計 2,522,553

経常利益 32,204

当期純利益 32,204

当期総利益 32,204

損益計算書
(令和２年４月１日から令和３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 △244,785

人件費支出 △1,975,110

その他の業務支出 △117,746

運営費交付金収入 1,509,454

授業料収入 709,227

入学金収入 71,285

検定料収入 23,580

受託研究収入 3,150

共同研究収入 363

受託事業等収入 9,822

補助金等収入 108,309

寄附金収入 2,548

預り科学研究費補助金等の収支差額 6,788

その他の収入 17,961

業務活動によるキャッシュ・フロー 124,848

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 △29,111

　　　　　小計 △29,111

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 △29,107

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 △54,664

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,664

Ⅳ 資金増加額（又は減少額） 41,076

Ⅴ 資金期首残高 267,486

Ⅵ 資金期末残高 308,562

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

32,204,510

当期総利益 32,204,510

Ⅱ利益処分額

積立金 1,787,154

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 30,417,356 32,204,510

改善目的積立金

利益の処分に関する書類
(令和３年１１月４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 2,353,553

一般管理費 136,795 2,490,349

（２）（控除）自己収入等

授業料収益 △ 784,900

入学金収益 △ 71,285

検定料収益 △ 23,580

受託研究収益 △ 3,150

共同研究収益 △ 363

受託事業等収益 △ 6,134

寄附金収益 △ 7,590

資産見返運営費交付金等戻入 △ 4,893

資産見返寄附金戻入 △ 1,181

財務収益 △ 3

雑益 △ 11,073 △ 914,154

業務費用合計 1,576,194

Ⅱ損益外減価償却相当額 －

Ⅲ引当外賞与増加見積額 △ 4,503

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 8,915

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 207,772

地方公共団体出資の機会費用 1,808 209,580

Ⅵ行政サービス実施コスト 1,790,186

行政サービス実施コスト計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(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 15～19年

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0.12％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、対象となる資産はありません。

　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。

121,964

617,421

　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△563千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△17,861千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。

70,422 

1,594 

308,562 

308,562 
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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 － － － － － － －

建物 － 1,056 － 1,056 5 5 1,050

工具器具備品 298,015 125,831 65,372 358,474 147,367 68,193 211,107

図書 1,000,539 10,017 － 1,010,556 － － 1,010,556

車両 1,674 1,496 － 3,170 387 359 2,782

小計 1,300,229 138,400 65,372 1,373,257 147,759 68,558 1,225,497

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

美術品・収蔵品 8,073 － － 8,073 － － 8,073

小計 1,508,588 － － 1,508,588 － － 1,508,588

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

建物 － 1,056 － 1,056 5 5 1,050

工具器具備品 298,015 125,831 65,372 358,474 147,367 68,193 211,107

図書 1,000,539 10,017 － 1,010,556 － － 1,010,556

美術品・収蔵品 8,073 － － 8,073 － － 8,073

車両 1,674 1,496 － 3,170 387 359 2,782

合計 2,808,817 138,400 65,372 2,881,845 147,759 68,558 2,734,085

ソフトウェア 20,961 － － 20,961 10,766 4,253 10,194

合計 20,961 － － 20,961 10,766 4,253 10,194

－ － － － － － － －

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 132,133

13,710.73 ㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 75,638

39,215.00 ㎡ 207,772

(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

合計

－8－



(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２年度 － 1,509,454 1,487,204 22,249 － 1,509,454 －

合計 － 1,509,454 1,487,204 22,249 － 1,509,454 －

(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) 運営費交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細
(単位:千円)

当期振替額

収益

筑波大学 直接 － 600 600 －

群馬県 直接 － 99 99 －

厚生労働省 直接 － 539 539 －

文部科学省 直接 － 2,353 2,353 －

群馬県 直接 － 8,242 8,242 －

群馬県 直接 － 91,408 91,408 －

－ 103,241 103,241 －

(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 29,331 2 4,632 2 － －

非常勤 426 3 － － － －

常勤 1,078,257 126 226,894 126 68,472 5

非常勤 99,299 86 5,954 15 － －

常勤 321,341 49 49,808 49 － －

非常勤 41,671 23 5,737 18 － －

常勤 1,428,930 177 281,334 177 68,472 5

非常勤 141,397 112 11,691 33 － －

(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。

区分

資本金
地方公共団体（群馬県）出資金

計

資本剰余金

無償譲渡

施設費

計

損益外減価償却累計額

計

交付年度 期首残高 当期交付額

当期振替額

期末残高

令和２年度交付分 合計

1,415,533 1,415,533

授業料等減免交付金

合計

経費の別

71,671 71,671

1,487,204 1,487,204

名称 交付元 期末残高

群馬県地域医療介護総合確保基金
事業費補助金

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

大学改革推進等補助金

期首残高 当期交付額 摘要

関東がん専門医療人養成拠点事業

地域振興調整費補助金

医療施設運営費等補助金
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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 36,662 1,215,407 1,101,484 2,353,553

　　教育経費 － 151,673 133,364 285,038

　　研究経費 － 28,584 44,692 73,277

　　教育研究支援経費 － 25,655 28,109 53,764

　　受託研究費 － － 3,149 3,149

　　共同研究費 － － 363 363

　　受託事業費 － 100 6,034 6,134

　　人件費 36,662 1,009,394 885,770 1,931,826

　一般管理費 18,749 57,923 60,122 136,795

　財務費用 － － － －

　雑損 － － － －

小計 55,411 1,273,331 1,161,606 2,490,349

業務収益 － － － －

　運営費交付金収益 56,094 614,826 816,283 1,487,204

　学生納付金収益 － 581,863 297,902 879,765

　受託研究収益 － － 3,150 3,150

　共同研究収益 － － 363 363

　受託事業等収益 － 100 6,034 6,134

　補助金等収益 － 64,876 38,364 103,241

　寄附金収益 － 5,215 2,375 7,590

　資産見返負債戻入 4,057 1,649 11,559 17,267

　財務収益 3 － － 3

　雑益 414 12,032 5,386 17,833

小計 60,570 1,280,564 1,181,419 2,522,553

業務損益 5,158 7,233 19,812 32,204

帰属資産 321,382 1,564,096 1,176,797 3,062,275

　土地 － 751,083 749,432 1,500,515

　建物 － 1,050 － 1,050

　工具器具備品 6,384 58,711 146,011 211,107

　図書 － 742,108 268,447 1,010,556

　ソフトウェア 5,934 3,608 652 10,194

　 　現金及び預金 308,562 － － 308,562

　その他 499 7,534 12,254 20,288

(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)減価償却費、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 28,539 37,794 72,811

引当外賞与増加見積額 △ 793 △ 1,068 △ 2,641 △ 4,503

引当外退職給付増加見積額 △ 14,408 △ 22,827 46,150 8,915

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 31,159
備品費 21,232
印刷製本費 5,595
水道光熱費 12,847
旅費交通費 622
通信運搬費 3,507
賃借料 12,552
保守費 18,079
修繕費 4,030
広告宣伝費 441
行事費 158
諸会費 40
報酬・委託・手数料 39,909
奨学費 96,706
減価償却費 37,632
雑費 522 285,038

研究経費
消耗品費 27,756
備品費 19,249
印刷製本費 2,027
水道光熱費 3,768
旅費交通費 555
通信運搬費 674
賃借料 800
保守費 33
修繕費 18
広告宣伝費 142
諸会費 5,459
報酬・委託・手数料 10,082
減価償却費 2,680
雑費 30 73,277

教育研究支援経費
消耗品費 13,749
備品費 939
水道光熱費 1,624
通信運搬費 45
賃借料 8,432
保守費 5,326
修繕費 106
諸会費 154
報酬・委託・手数料 15,796
減価償却費 7,589 53,764

受託研究費
消耗品費 1,144
備品費 968
旅費交通費 165
通信運搬費 2
諸会費 48
減価償却費 820 3,149

共同研究費
消耗品費 0
備品費 326
諸会費 35 363
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受託事業費
　教員人件費

非常勤教員人件費
給料 1,589
法定福利費 4 1,593

　職員人件費
非常勤職員人件費

給料 1,488
賞与 192
法定福利費 275 1,955 3,549

消耗品費 1,497
備品費 99
印刷製本費 186
水道光熱費 88
旅費交通費 213
通信運搬費 158
広告宣伝費 100
諸会費 2
報酬・委託・手数料 237 6,134

役員人件費
報酬 21,355
賞与 8,403
法定福利費 4,632 34,391

教員人件費
常勤教員給与

給料 783,028
賞与 295,229
退職給付費用 68,472
法定福利費 226,894 1,373,624

非常勤教員給与
給料 98,214
賞与 1,085
法定福利費 5,954 105,253 1,478,877

職員人件費
常勤職員給与

給料 238,051
賞与 83,289
法定福利費 49,808 371,149

非常勤教員給与
給料 37,842
賞与 3,828
法定福利費 5,737 47,408 418,558

一般管理費
消耗品費 21,291
備品費 2,086
印刷製本費 260
水道光熱費 13,225
旅費交通費 249
通信運搬費 6,073
賃借料 1,210
車両燃料費 133
福利厚生費 899
保守費 12,848
修繕費 11,791
損害保険料 3,783
広告宣伝費 5,624
諸会費 2,380
会議費 3
報酬・委託・手数料 29,520
振込手数料 231
租税公課 1,070
減価償却費 24,088
雑費 21 136,795
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(18) 寄附金の明細

(単位:千円)

当期受入額 件数

7,090 713

2,061 96

9,151 809

(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 － 3,150 3,150 －
間接経費 － 350 350 －
直接経費 － 3,150 3,150 －
間接経費 － 350 350 －

(20) 共同研究の明細

経費の別 期首残高 当期受入額 共同研究収益 期末残高

直接経費 － 363 363 －
間接経費 － 37 37 －
直接経費 － 363 363 －
間接経費 － 37 37 －

(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 － 6,134 6,134 －
間接経費 － － － －
直接経費 － 6,134 6,134 －
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

(240)
72

(971)
514

(4,600)
1,380

(4,300)
1,290
(400)

60
(500)

105
(9,489)

2,934
(1,000)

300
(350)

105

(21,851)
6,760

うち、現物寄附　1,450,193円、90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。

合計

種目

群馬県立女子大
学

基盤研究（Ａ）

合計

区分 摘要

群馬県立女子大学 うち、現物寄附　5,620,982円、686件

群馬県立県民健康科学大学

若手研究

2

基盤研究（Ｂ）一般 6

基盤研究（Ｃ）一般 8

6

国際共同研究（Ｂ） 1

基盤研究（Ｃ）一般 24

59

(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 5

若手研究 3

委託者等

独立行政法人・国立大学法人

挑戦的萌芽研究 4

株式会社等

合計

群馬県等

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)

12,696

11,550

10,395

8,370

5,527

4,317

2,493

2,424

2,310

（株）ディスコ

（株）朝日ネット

前橋赤十字病院

（株）紀伊國屋書店さいたま営業所

パナソニック関東設備（株）

退職金

ＮＴＴ・ＴＣリース（株）関東支店

（株）フィリップス・ジャパン

（株）六濤群馬営業所

丸善雄松堂（株）

残高

区分 残高

現金 2

43,564

その他 53,542

合計 157,190

普通預金 308,560

合計 308,562

相手方
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