
73,519,570,000

7,112,978,360

減価償却累計額 △ 521,999,048 6,590,979,312

332,116,652

減価償却累計額 △ 37,388,137 294,728,515

744,425,970

減価償却累計額 △ 185,610,794 558,815,176

2,877,276,096

129,700

減価償却累計額 △ 64,836 64,864

12,786,048

減価償却累計額 △ 2,956,044 9,830,004

2,520,000

有形固定資産合計 83,853,783,967

747,200

91,742,165

460,000

無形固定資産合計 92,949,365

11,739

280,000

投資その他の資産合計 291,739

固定資産合計 83,947,025,071

1,331,255,072

18,083,400

徴収不能引当金 △ 781,200 17,302,200

6,460,565

貸倒引当金 △ 70,680 6,389,885

284,835

3,444,588

1,603,774

769,200

流動資産合計 1,361,049,554

資産合計 85,308,074,625

短期貸付金

貸借対照表
（平成17年3月31日）

資産の部

Ⅰ 固定資産

（単位：円）

1 有形固定資産

土地

建物

建設仮勘定

車両運搬具

船舶

工具器具備品

図書

構築物

2 無形固定資産

ソフトウェア

特許権仮勘定

3 投資その他の資産

長期前払費用

未収学生納付金収入

現金及び預金

電話加入権

敷金保証金

立替金

Ⅱ 流動資産

前払費用

たな卸資産

未収入金



資産見返運営費交付金等 341,452,264

資産見返寄附金 34,801,719

資産見返物品受贈額 2,886,208,670

建設仮勘定見返施設費 2,520,000

3,264,982,653

67,358,666

長期リース債務 89,611,200

固定負債合計 3,421,952,519

87,482,884

514,087,881

承継剰余金債務 14,097,500

174,396,000

8,104,441

28,435,539

33,679,334

586,999,426

4,083,200

リース債務 100,567,740

流動負債合計 1,551,933,945

負債合計

4,973,886,464

80,784,595,316

資本金合計 80,784,595,316

23,518,166

△ 654,012,591

資本剰余金合計 △ 630,494,425

180,087,270

利益剰余金合計 180,087,270

資本合計

負債資本合計 80,334,188,161

85,308,074,625

貸借対照表
（平成17年3月31日）

負債の部

Ⅰ 固定負債

（単位：円）

資産見返負債

長期借入金

Ⅱ 流動負債

未払金

一年以内返済予定長期借入金

預り金

預り科学研究費補助金等

前受金

寄附金債務

運営費交付金債務

未払消費税等

資本の部

Ⅰ 資本金

政府出資金

Ⅲ 利益剰余金

Ⅱ 資本剰余金

（うち当期総利益180,087,270）

当期未処分利益

損益外減価償却累計額（－）

資本剰余金



（単位：円）

659,528,318

290,192,365

148,955,310

204,521,485

9,669,080

89,558,934

3,845,736,344

953,284,787 6,201,446,623

300,342,058

8,808 8,808

6,173,619

6,507,971,108

4,227,792,646

1,644,421,000

277,400

250,520,200

75,296,900

1,777,490

10,750,000

194,169,693 204,919,693

9,669,080

157,468,810

施設費収益 2,174,834

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 8,073,206

資産見返寄附金戻入 4,093,473

資産見返物品受贈額戻入 22,300,682 34,467,361

15,096 15,096

43,184,677

科学研究費補助金等間接費収入 6,990,000

11,418,301 61,592,978

6,670,393,488

162,422,380

消耗品費 430,907,419
1,315,000 432,222,419

臨時利益

物品受贈益 431,069,720

債権受贈益 16,841,993

承継剰余金債務戻入 1,315,000

その他臨時利益 660,596 449,887,309

当期純利益 180,087,270

当期総利益 180,087,270

損益計算書
（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

経常費用

業務費

教育経費

研究経費

教育研究支援経費

受託研究費

受託事業費

役員人件費

教員人件費

職員人件費

一般管理費

財務費用

為替差損

雑損

経常費用合計

経常収益

運営費交付金収益

授業料収益

講習料収益

入学金収益

検定料収益

手数料収益

受託研究等収益

受託事業等収益

寄附金収益

受託研究等収益（国又は地方公共団体）

受託研究等収益（国又は地方公共団体以外）

財務収益

受取利息

雑益

財産貸付料収入

その他雑益

経常収益合計

その他臨時損失

経常利益

臨時損失



（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 △ 763,255,889

人件費支出 △ 4,752,501,537

その他の業務支出 △ 170,709,322

運営費交付金収入 4,664,801,000

授業料収入 1,488,423,100

講習料収入 277,400

入学金収入 249,392,200

検定料収入 75,296,900

手数料収入 1,777,490

受託研究等収入 198,919,693

受託事業等収入 9,669,080

寄附金収入 544,111,587

その他収入 61,452,558

預り金収入 28,253,515

承継剰余金の受入 15,412,500

預り科学研究費補助金等の払出による支出 △ 500,158,574

預り科学研究費補助金等の受入による収入 508,263,015

業務活動によるキャッシュ･フロー 1,659,424,716

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 △ 377,964,470

無形固定資産の取得による支出 △ 29,467,970

敷金保証金の増加による支出 △ 280,000

定期預金の払い戻しによる収入 44,055,000

施設費による収入 28,520,000

貸付けによる支出 △ 286,200

　　　小　計 △ 335,423,640

利息の受取額 15,096

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 335,408,544

Ⅲ財務活動によるキャッシュ･フロー

リース債務の支払による支出 △ 68,861,100

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 68,861,100

Ⅳ資金増加額 1,255,155,072

Ⅴ資金期首残高 -

Ⅵ資金期末残高 1,255,155,072

キャッシュ・フロー計算書
（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）



Ⅰ 当期未処分利益 180,087,270
当期総利益 180,087,270

Ⅱ 利益処分額

　　教育研究環境整備積立金 180,087,270 180,087,270 180,087,270

（単位：円）

国立大学法人法第35条において準用する
独立行政法人通則法第44条第3項により
文部科学大臣の承認を受けようとする額

利益の処分に関する書類



（単位：円）

Ⅰ 業務費用
（1）損益計算書上の費用

業務費 6,201,446,623
一般管理費 300,342,058
財務費用 8,808
臨時損失 432,222,419 6,934,019,908

（2）（控除）自己収入等
授業料収益 △ 1,644,421,000
講習料収益 △ 277,400
入学料収益 △ 250,520,200
検定料収益 △ 75,296,900
手数料収益 △ 1,777,490
受託研究等収益 △ 204,919,693
受託事業等収益 △ 9,669,080
寄附金収益 △ 157,468,810
資産見返寄附金戻入 △ 4,093,473
財務収益 △ 15,096
雑益 △ 61,592,978 △ 2,410,052,120

業務費用合計 4,523,967,788

Ⅱ 損益外減価償却相当額
損益外減価償却相当額 654,092,487
損益外固定資産除却相当額 687,104 654,779,591

Ⅲ 引当外退職給付増加見積額 50,897,170

Ⅳ 機会費用
6,392,461

1,062,212,026

1,333,702 1,069,938,189

Ⅴ （控除）国庫納付額 -

Ⅵ 国立大学法人等業務実施コスト 6,299,582,738

国立大学法人業務実施コスト計算書
（平成16年  4月 1日～平成17年  3月31日）

国又は地方公共団体の無償又は減額された

政府出資の機会費用

無利子又は通常よりも有利な条件による



重要重要重要重要なななな会計方針会計方針会計方針会計方針

１．　運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

　　　期間進行基準を採用している。

　　　なお、退職一時金については費用進行基準を採用している。

　 

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る。

　　　　 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るが、主な資産の耐用年

　　　数は以下のとおりである。

          建物　　　　　　　１９～５０年

　　　　 構築物　  　　 　　３～６０年

　　　　 工具器具備品　　４～２０年

　　　　 なお、受託研究収入により購入した固定資産については、研究期間で減価償却している。

　　　　 また、特定の償却資産 （国立大学法人会計基準第８３） 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表示している。

　（２）　無形固定資産

　　　　 定額法を採用している。

　　　　 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） に

　　  基づいている。

３．　退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

　　　　 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ない。

　　　　 なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、

　　　国立大学法人会計基準第８４第４項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

　　　期増加額を計上している。

４．　徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

　　　　 将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

　　　念債権及び破産更正債権等については個別の債権の回収可能性を検討して、回収不能見

　　　込額を計上している。

５．　外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

　　　として処理している。



６．　国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

　（１）　国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借料取引の機会費用の計算方法

　　　　 港湾法及び国家公務員宿舎法を参考に計算している。

　（２）　政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

　　　　 10年利付国債の期末日利回りを参考に１．３２０％で計算している。

　（３）　国等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使

　　　　 用した利率

　　　　 10年利付国債の期末日利回りを参考に１．３２０％で計算している。

７．　リース取引の会計処理

　　　  　リース料総額が３００万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る。

８．　消費税等の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式による。



注記事項注記事項注記事項注記事項

１．　貸借対照表関係
　　　運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額　　　　 3,546,114,810 円

２．　損益計算書関係
　　　臨時利益の物品受贈益および臨時損失の内訳は以下のとおり

　　　　　５０万円未満の物品の承継額 430,907,419 円

　　　　　棚卸資産の承継額 162,301 円

３．　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 1,331,255,072 円

　　　　　　　　定期預金 △ 76,100,000 円

　　　　　　　　資金期末残高 1,255,155,072 円

　　　（２）　重要な非資金取引

　　　　　　　　①現物出資の受入による資産の取得 80,885,633,316 円

　　　　　　　　②無償譲与による資産の取得 3,153,860,991 円

　　　　　　　　③奨学寄附金の承継による取得 119,199,211 円

　　　　　　　　④現物寄附による資産の増加 23,504,221 円

　　　　　　　　⑤ファイナンス・リースによる資産の増加 259,040,040 円

　　　（３）　寄附金収入には、奨学寄附金の承継額　368,694,658円のうち普通預金249,495,447円
　　　　　が含まれている。



当期償却額

建物 - 104,798 - 104,798 782 782 104,016

構築物 - 19,740 - 19,740 79 79 19,661

工具器具備品 - 451,150 - 451,150 93,144 93,144 358,006 （注）

図書 - 2,877,276 - 2,877,276 - - 2,877,276 （注）

計 - 3,452,966 - 3,452,966 94,006 94,006 3,358,960

建物 6,985,121 23,825 767 7,008,179 521,216 521,296 6,486,962

構築物 312,375 - - 312,375 37,308 37,308 275,066

工具器具備品 68,436 224,838 - 293,275 92,466 92,466 200,808 （注）

船舶 129 - - 129 64 64 64

車両運搬具 - 12,786 - 12,786 2,956 2,956 9,830 （注）

建設仮勘定 - 2,520 - 2,520 - - 2,520

計 7,366,063 263,969 767 7,629,266 654,012 654,092 6,975,253

非償却資産 土地 73,519,570 - - 73,519,570 - - 73,519,570

土地 73,519,570 - - 73,519,570 - - 73,519,570

建物 6,985,121 128,624 767 7,112,978 521,999 522,078 6,590,979

構築物 312,375 19,740 - 332,116 37,388 37,388 294,728

工具器具備品 68,436 675,989 - 744,425 185,610 185,610 558,815

図書 - 2,877,276 - 2,877,276 - - 2,877,276

船舶 129 - - 129 64 64 64

車両運搬具 - 12,786 - 12,786 2,956 2,956 9,830

建設仮勘定 - 2,520 - 2,520 - - 2,520

計 80,885,633 3,716,936 767 84,601,802 748,018 748,098 83,853,783

特許権仮勘定 - 747 - 747 - - 747 （注）

ソフトウェア - 125,693 - 125,693 33,951 33,951 91,742 （注）

電話加入権 - 460 - 460 - - 460 （注）

計 - 126,153 - 126,153 33,951 33,951 92,202

長期前払費用 - 133 121 11 - - 11

長期性預金 - 20,000 20,000 - - - -

敷金保証金 - 280 - 280 - - 280

計 - 20,413 20,121 291 - - 291

（注）当期増加額には、設立時の無償譲与により取得した以下の金額を含んでいる

工具器具備品 283,237
車両運搬具 12,786
図書 2,829,764
ソフトウェア 26,865
特許仮勘定 747
電話加入権 460

計 3,153,860

投資その他資産

有形固定資産
（償却費損益内）

有形固定資産
（償却費損益外）

有形固定資産合計

無形固定資産

(1)　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費
（「第83　特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

（単位：千円）

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

差引当期末残高 摘　　要



当期購入
・製造・振替

その他 払出・振替 その他

貯蔵品 - 781 - 496 - 284 （注）１

合計 - 781 - 496 - 284
（注）１　当期増加額には、棚卸資産の承継額162千円を含んでいる

(2)　たな卸資産の明細

（単位：千円）

種類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高 摘要



区分 種別 所在地 面積（㎡） 構造 機会費用の金額（千円） 摘要
海岸 千葉県館山市 ３㎡ ― 1 （注）１

小計 1
宿舎 埼玉県戸田市　他 １５３２㎡ ― 6,390 （注）２

小計 6,390
合計 6,392

（注）１　港湾法による年間使用料（海水導入管）
（注）２　国から無償貸借した公務員宿舎の年間使用料

(4)　ＰＦＩの明細
　　　　　　該当なし

(5)　有価証券の明細
(5)-1　流動資産として計上された有価証券
　　　　　　該当なし
(5)-2　投資その他の資産として計上された有価証券
　　　　　　該当なし

(6)　出資金の明細
　　　　　　該当なし

(7)　長期貸付金の明細
　　　　　　該当なし

(3)　無償使用国有財産等の明細

土地

建物



区分 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高
平均利率

（％）
返済期限 摘　要

長期借入金 101,038 - - 101,038 - 平成20年3月29日 （注）１、（注）２

計 101,038 - - 101,038 -

（注）１　改革推進公共投資施設整備費（ＮＴＴ無利子貸付金）
（注）２　残高には、一年以内返済予定長期借入金３３,６７９千円を含む

(9)　国立大学法人等債の明細
　　　　　　該当なし

資本金及び資本剰余金の明細
(10)-1　引当金の明細
　　　　　　該当なし

(8)　借入金の明細

（単位：千円）



期首残高 当期増加額 期末残高 期首残高 当期増加額 期末残高
未収学生納付金収入 - 18,083 18,083 - △ 781 △ 781
未収入金 - 6,460 6,460 - △ 70 △ 70

合計 - 24,543 24,543 - △ 851 △ 851

(10)-3　退職給付引当金の明細
　　　　　　該当なし

(11)　保証債務の明細
　　　　　　該当なし

(10)-2　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：千円）

区分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘要



期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　　　　　　　　　　要

資本金 政府出資金 80,784,595 - - 80,784,595

計 80,784,595 - - 80,784,595

資本剰余金 資本剰余金

　　無償譲与 - 460 - 460 電話加入権の取得による増加

　　施設費 - 23,825 - 23,825 建物の取得による増加

　　政府出資 - - 767 △ 767 建物の除却による減少

計 - 24,285 767 23,518

損益外減価償却累計額 - △ 654,092 △ 79 △ 654,012 建物の除却による減少

差引計 - △ 629,807 687 △ 630,494

(13)　積立金等の明細及び目的積立金取崩しの明細
(13)-1　積立金の明細
　　　　　　該当なし
(13)-2　目的積立金の取崩しの明細
　　　　　　該当なし

(12)　資本金および資本剰余金の明細

（単位：千円）

区分



（単位：千円）

消耗品費 106,121
備品費 44,375
図書費 38,694
印刷製本費 29,717
水道光熱費 81,039
旅費交通費 36,928
貸借料 42,660
保守費 18,829
修繕費 51,201
報酬・委託・手数料 71,505
奨学費 97,934
減価償却費 21,425
徴収不能引当金繰入額 781
その他教育経費 18,313 659,528

研究経費
消耗品費 51,128
備品費 49,908
図書費 46,079
印刷製本費 9,369
水道光熱費 39,068
旅費交通費 38,898
通信運搬費 4,916
保守費 4,844
修繕費 11,017
修理費 0
報酬・委託・手数料 22,463
減価償却費 6,648
その他研究経費 5,847 290,192

教育研究支援経費
消耗品費 8,031
備品費 7,698
図書費 12,823
水道光熱費 11,085
通信運搬費 5,163
保守費 12,499
修繕費 3,590
報酬・委託・手数料 14,698
減価償却費 70,735
その他教育研究支援経費 2,631 148,955

受託研究費 204,521
受託事業費 9,669

役員人件費
報酬 62,282
賞与 18,910
通勤手当 781
退職給付費用 2,283
法定福利費 5,300 89,558

教員人件費
常勤職員給与

給料 2,197,405
賞与 839,306
通勤手当 59,000
退職給付費用 109,180
法定福利費 369,988 3,574,881

非常勤職員給与
給料 255,201
賞与 800
通勤手当 7,652
法定福利費 7,199 270,854 3,845,736

職員人件費
常勤職員給与

給料 497,501
賞与 172,958
通勤手当 17,310
退職給付費用 46,459
法定福利費 88,267 822,497

非常勤職員給与
給料 104,479
賞与 6,756
通勤手当 8,713
退職給付費用 165
法定福利費 10,671 130,787 953,284

(14)　業務費及び一般管理費の明細

教育経費



一般管理費
消耗品費 22,796
備品費 6,071
図書費 8,638
印刷製本費 8,336
水道光熱費 53,434
旅費交通費 9,193
通信運搬費 10,998
貸借料 15,391
福利厚生費 3,527
保守費 60,831
修繕費 13,781
損害保険料 3,985
諸会費 3,674
報酬・委託・手数料 49,561
租税公課 4,323
減価償却費 12,978
貸倒引当金繰入額 70
雑費 9,674
その他一般管理費 3,071 300,342



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１６年度 - 4,664,801 4,227,792 349,525 - 4,577,318 87,482
合計 - 4,664,801 4,227,792 349,525 - 4,577,318 87,482

(15)　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細
(15)-1　運営費交付金債務の明細

（単位：千円）

交付年度 期首残高
交付金

当期交付額

当期振替額
期末残高



業務等区分 １６年度交付分 合　　　　計

期間進行業務 4,070,668 4,070,668

費用進行業務（退職一時金） 157,124 157,124

合　　　　　　計 4,227,792 4,227,792

(15)-2　運営費交付金収益

（単位：千円）



建設仮勘定
見返施設費

資本剰余金 その他

営繕事業 26,000 - 23,825 2,174

総合研究棟改修
（生活科学部）

2,520 2,520 - -

合計 28,520 2,520 23,825 2,174

(16)-2　補助金等の明細
　　　　　　該当なし

(16)　運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
(16)-1　施設費の明細

（単位：千円）

区分 当期交付額

左の会計処理内訳

摘要



役員 72,643 (14,631) 4 (3) 2,283 - 1 -

教職員 4,272,050 (419,718) 535 (656) 155,640 (232) 18 (3)

合計 4,344,694 (434,349) 539 (659) 157,923 (232) 19 (3)

（注）１　役員に対する報酬等の支給の基準の概要

報酬月額

               学長１,０１５千円、理事８６０千円、監事７４３千円、非常勤理事４３０千円、非常勤監事３０４千円

　　　　  退職手当の計算方法

　　　         退職の日における本給月額×在職月数×１００分の１２．５×業績勘案率（０．０～２．０）

（注）２　教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要

　　　　　　　 一般職の国家公務員に準拠している

（注）３　報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員によっている

（注）４　非常勤の役員又は教職員に対する報酬又は給与は、外数として（　）で記載している

（注）５　役員又は教職員に対する報酬又は給与には、賞与及び法定福利費が含まれている

（注）６　教職員に対する報酬又は給与には受託研究費が含まれており、内訳は以下のとおり

教職員 30,311 (18,242) 4 (8) - (66) - (1)

合計 30,311 (18,242) 4 (8) - (66) - (1)

受託研究費に係る給与費の明細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、人）

区分
報酬又は給与 退職給付

支給額 支給人員 支給額 支給人員

(17)　役員および教職員の給与費の明細

（単位：千円、人）

区分
報酬又は給与 退職給付

支給額 支給人員 支給額 支給人員



(18)　開示すべきセグメント情報

（単位：千円）

大学 合計

6,507,971 6,507,971

運営費交付金収益 4,227,792 4,227,792

　学生納付金収益 1,970,238 1,970,238

　外部資金 372,057 372,057

　その他 100,305 100,305

162,422 162,422
85,308,074 85,308,074

（注）１　セグメントの区分は、大学全体を一つの区分として扱っている
（注）２　損益外減価償却相当額及び引当外退職給付見積額は以下のとおり

損益外減価償却相当額 654,012

引当外退職給付見積額 50,897

帰属資産

区分

業務費用

業
務
収
益

業務損益



区分 当期受入（千円） 件数（件） 摘要

大学 294,616 88 （注）１

合計 294,616 88

（注）１　この他に、奨学寄附金承継分３６８,６９４千円がある

(19)　寄附金の明細

（単位：千円）



区分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

大学 - 194,670 194,670 -

合計 - 194,670 194,670 -

(20)　受託研究の明細

（単位：千円）



区        分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

大学 - 10,249 10,249 -

合計 - 10,249 10,249 -

(21)　共同研究の明細

（単位：千円）



区               分 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

大学 - 9,669 9,669 -

合計 - 9,669 9,669 -

(22)　受託事業等の明細

（単位：千円）



（２３）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①資産の部

　　現金及び預金
（単位：千円）

金　　　額

389

普通預金 1,254,765

定期預金 76,100

小　　　計 1,330,865

区   　   分

現   　   金

預金の種類

合　　　計 1,331,255

②負債の部

　　未払金

区　　　分 金　　額

人件費 186,020

物件費 400,978

合　　　計 586,999

合　　　計



関連公益法人等

１．関連公益法人の概要

ア　名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の氏名

法人の名称         業務の概要 当法人との関係       役員氏名（平成17年３月31）

財団法人 お茶の水女子大学附属高等学校、同中 関連公益法人 理事長　 田宮兵衛（お茶の水女子大学文教育学部教授）

　生和会 学校、同小学校、同幼稚園の生徒、児         常任理事 鷹野光行（お茶の水女子大学文教育学部教授）

童及び幼児に対し、お茶の水女子大学         理事　　 小川昭二郎（お茶の水女子大学人間文化研究科教）

東村山郊外園で行なわれる農耕作業を         理事　 　秋山光文（お茶の水女子大学文教育学部教授）

通じて勤労愛好の精神並びに生物愛育 理事　 　牧野カツコ（お茶の水女子大学人間文化研究科教）

を身につけさせるとともに、理科及び 理事　 　室岡和彦（お茶の水女子大学附属高等学校教頭）

技術、家庭科などの教育を助成するこ         理事　 　佐々木和枝（お茶の水女子大学附属中学校教頭）

とを目的とする。なお、事業について         監事　　 流田　直（お茶の水女子大学附属小学校教頭）

は、以下のとおり行なう。 監事　 　松井とし（お茶の水女子大学附属幼稚園教頭）

一．試作園、見本園、実験苗園等の設

    置、運営。

二．農園に附属する学習、休養等に必

    要な施設の助成。

三．農園作業に必要な器具、材料、種

    苗等の供給。

四．その他この法人の目的を達成する

    ために必要な事業。

特定非営利 一．教育・研究活動に関する事業 関連公益法人 理事長　平野由紀子（お茶の水女子大学人間文化研究科長）

活動法人 二．国際交流に関する事業 副理事長　伊藤厚子

　お茶の水 三．教育研究施設等の整備保全に関す           （お茶の水女子大学人間文化研究科元教授）

　事業会     る事業 理事　 　青島朋子

四．経済活動における男女共同参画促 理事　 　赤澤昌子

    進事業 理事　 　江澤玲子

五．男女共同参画社会のための啓発事 理事　 　篠塚英子（お茶の水女子大学文教育学部教授）

    業 理事　　 清宮貞雄

理事     竹内佑利子

理事　　 高山三平

理事　　 村重嘉文

理事　　 森下はるみ（お茶の水女子大学文教育学部元教授）

監事　　 鹿住倫世

イ．関連公益法人等と当法人の取引の関係図

　財団法人　生和会　　　　　　　　

事業助成

　　

  特定非営利活動法人　お茶の水事業会

　

                         事業助成

                                         
　　　（女性教育支援）

国立大学法人
お茶の水女子大学

国立大学法人
お茶の水女子大学

　財団法人　生和会

　特定非営利活動法人
　お茶の水事業会

附属学校園生徒・
児童の教育助成



２．関連法人等の財務状況

(単位：千円）

注）上記財団法人の消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっています。

３．関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位：千円）

負担金明細

－

－

４．関連公益法人等との取引の状況

(単位：千円）

未収入金

－

－ 3,862 41.26

お茶の水事業会

特定非営利活動法人　 785 － 9,359

 未払金    金   額  割 合（％）

財団法人　生和会  －   －  － － －

　　 　　 　　　　　　事　　業　　収　　入

法人名 債権債務の明細 債務保証    当法人との取引

－ － －

財団法人　生和会 －

特定非営利活動法人　

お茶の水事業会 － －

－ －

54,365

－

27,467

－

12,311

   運営費    会費　　　　法人名 　　出えん 　　拠出 　寄付等明細

特定非営利活動法人　 　　　　　　

お茶の水事業会 55,542 1,177

   　　   － 17,495

　　　負債 　　正味財産の額　　　　法人名 　　　資産

財団法人　生和会 17,495

当期収入合計 　当期収支差引

1,470 985


