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収支計算書

				５　　収　支　計　算　書  オサムササケイサンショ

				（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

																				（単位：円） タンイエン

				科　　　　　　　　目 カメ						当初予算額 トウショヨサンガク		補正・流用額 ホセイリュウヨウガク		予算現額 ヨサンゲンガク		決算額 ケッサンガク		差　異 サイ		備　　考 ソナエコウ

				Ｉ　事業活動収支の部 ジギョウカツドウシュウシブ

						１．事業活動収入 ジギョウカツドウシュウニュウ

								①　基本財産運用収入 キホンザイサンウンヨウシュウニュウ

								　　基本財産利息収入 キホンザイサンリソクシュウニュウ		5,534,000				5,534,000		6,618,152		△ 1,084,152		基本財産の利子収入を計上 リシシュウニュウケイジョウ

								②　事業収入 ジギョウシュウニュウ												受託研究、共同研究等研究事業収入を計上 ジュタクケンキュウキョウドウケンキュウトウケンキュウジギョウシュウニュウケイジョウ

								　　産学連携等研究収入 サンガクレンケイトウケンキュウシュウニュウ		346,863,000		70,000,000		416,863,000		403,756,756		13,106,244

								③　補助金収入 ホジョキンシュウニュウ												研究事業及び管理運営の経費に対する都補助金を計上 ケンキュウジギョウオヨカンリウンエイケイヒタイトホジョキンケイジョウ

								　　都補助金収入 トホジョキンシュウニュウ		3,956,314,000				3,956,314,000		3,544,485,924		411,828,076

								④　雑収入 ザツシュウニュウ

								　　受取利息収入 ウケトリリソクシュウニュウ		1,000				1,000		3,647		△ 2,647		運営資金の利子収入を計上 ウンエイシキンリシシュウニュウケイジョウ

								　　雑収入 ザツシュウニュウ		9,752,000				9,752,000		5,749,639		4,002,361		光熱水費受入,特許実施料収入等を計上 コウネツミズヒウケイレトッキョジッシリョウシュウニュウナドケイジョウ

								　事業活動収入計 ジギョウカツドウシュウニュウケイ		4,318,464,000		70,000,000		4,388,464,000		3,960,614,118		427,849,882

						２．事業活動支出 ジギョウカツドウシシュツ

								①　事業費支出 ジギョウヒシシュツ

								　　職員費支出 ショクインヒシシュツ		2,431,828,000				2,431,828,000		2,157,459,916		274,368,084		研究所職員の人件費を計上 ケンキュウジョショクインジンケンヒケイジョウ

								　　研究費支出 ケンキュウヒシシュツ		543,834,000		47,901,000		591,735,000		578,197,969		13,537,031		研究費を計上
1 プロジェクト研究費  250,603,514
2 産学連携等研究費    327,594,455 ケンキュウヒケイジョウケンキュウヒサンガクレンケイトウケンキュウヒ

								　　研究事業費支出 ケンキュウジギョウヒシシュツ		928,304,000				928,304,000		835,779,874		92,524,126		管理運営費及び建物維持管理費を計上
1 管理運営費         484,272,061       
2 建物維持管理費     351,507,813 カンリウンエイヒオヨタテモノイジカンリヒケイジョウカンリウンエイヒタテモノイジカンリヒ

								　　普及事業費支出 フキュウジギョウヒシシュツ		19,097,000				19,097,000		16,711,211		2,385,789

								　事業費支出　合計 ジギョウヒシシュツゴウケイ		3,923,063,000		47,901,000		3,970,964,000		3,588,148,970		382,815,030

								②　管理費支出 カンリヒシシュツ												役員及び本部事務局職員の人件費を計上 ヤクインオヨホンブジムキョクショクインジンケンヒケイジョウ

								　　職員費支出 ショクインヒシシュツ		225,009,000				225,009,000		206,336,089		18,672,911

								　　事務費支出 ジムヒシシュツ		45,371,000				45,371,000		32,427,765		12,943,235		本部事務局の事務費を計上 ホンブジムキョクジムヒケイジョウ

								　管理費支出　合計 カンリヒシシュツゴウケイ		270,380,000		0		270,380,000		238,763,854		31,616,146

								　事業活動支出計 ジギョウカツドウシシュツケイ		4,193,443,000		47,901,000		4,241,344,000		3,826,912,824		414,431,176

								　　事業活動収支差額 ジギョウカツドウシュウシサガク		125,021,000		22,099,000		147,120,000		133,701,294		13,418,706

				Ⅱ　投資活動収支の部 トウシカツドウシュウシブ

						１．投資活動収入 トウシカツドウシュウニュウ

								①　特定資産取崩収入 トクテイシサントリクズシシュウニュウ												固有研究職員退職金支給による資産取崩額を計上 コユウケンキュウショクインタイショクキンシキュウシサントクズガクケイジョウ

								　　退職給付引当資産取崩収入 タイショクキュウフヒキアテシサントリクズシシュウニュウ		360,000				360,000		5,610,000		△ 5,250,000

								②　固定資産売却収入 コテイシサンバイキャクシュウニュウ

								　　備品売却収入 ビヒンバイキャクシュウニュウ		0				0		1,588,126		△ 1,588,126

								　投資活動収入計 トウシカツドウシュウニュウケイ		360,000		0		360,000		7,198,126		△ 6,838,126

						２．投資活動支出 トウシカツドウシシュツ

								①　特定資産取得支出 トクテイシサンシュトクシシュツ												固有研究職員退職給与引当金を計上 コユウケンキュウショクインタイショクキュウヨヒキアテキンケイジョウ

								　　退職給付引当資産取得支出 タイショクキュウフヒキアテシサンシュトクシシュツ		6,000,000				6,000,000		4,530,000		1,470,000

								②　固定資産取得支出 コテイシサンシュトクシシュツ												(新会計基準に基づく、予算の組替え） シンカイケイキジュンモトヨサンクミカ

								　　備品購入支出 ビヒンコウニュウシシュツ		111,381,000		21,099,000		132,480,000		129,371,748		3,108,252		備品の購入経費を計上
1 プロジェクト研究費    46,667,842
2 産学連携等研究費 　   71,441,291
3 その他　　　　　　　　11,262,615 ビヒンコウニュウケイヒケイジョウケンキュウヒサンガクレンケイトウケンキュウヒタ

								　　ソフトウェア購入支出 コウニュウシシュツ		6,000,000		1,000,000		7,000,000		6,997,672		2,328		ソフトウェアの購入経費を計上
1 プロジェクト研究費     2,276,662
2 産学連携等研究費   　  4,721,010 コウニュウケイヒケイジョウケンキュウヒサンガクレンケイトウケンキュウヒ

								　投資活動支出計 トウシカツドウシシュツケイ		123,381,000		22,099,000		145,480,000		140,899,420		4,580,580

								　　投資活動収支差額 トウシカツドウシュウシサガク		△ 123,021,000		△ 22,099,000		△ 145,120,000		△ 133,701,294		△ 11,418,706

				Ⅲ　予備費支出 ヨビヒシシュツ						2,000,000				2,000,000		0		2,000,000		予備費を計上 ヨビヒケイジョウ

								　　当期収支差額 トウキシュウシサガク		0		0		0		0		0

								　　前期繰越収支差額 ゼンキクリコシシュウシサガク		0		0		0		0		0

								　　次期繰越収支差額 ジキクリコシシュウシサガク		0		0		0		0		0

				注） チュウ				1 資金の範囲について シキンハンイ

								資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、都補助金返還金及び預り金を含めることにしている。 シキンハンイゲンキンヨキンミシュウキンマエバラキンミハライキンマエウケキントホジョキンヘンカンキンオヨ

								２　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 ジキクリコシシュウシサガクフクシサンオヨフサイウチワケ

								科　　目 カメ		前期末残高 ゼンキマツザンダカ		当期末残高 トウキマツザンダカ

								現金預金 ウツツキンアズカリカネ		606,439,081		477,742,254

								未収金 ミシュウキン		5,522,755		1,376,062

								合計 ゴウケイ		611,961,836		479,118,316

								未払金 ミハライキン		294,041,462		236,883,100

								都補助金返還金 トホジョキンヘンカンキン		293,228,339		208,638,076

								預り金 アズカキン		24,692,035		33,597,140

								合計 ゴウケイ		611,961,836		479,118,316

								次期繰越収支差額 ジキクリコシシュウシサガク		0		0
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収支計算書（旧バージョン）

		（参考） 　収　支　計　算　書　  　収 入 ・ 支 出 別　  サンコウオサムササケイサンショオサムイリササデベツ

				（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

																（単位：円） タンイエン

		科　　　　　　目 カモク				当初予算額 トウショヨサンガク		補正予算額 ホセイヨサンガク		予算現額 ヨサンゲンガク		決　算　額 ケツサンガク		差　　　　異 サイ		備　　　　　考 ビコウ

		大 ダイ		中 チュウ

		（１）　収　入　の　部 オサムイリブ

		基本財産運用収入 キホンザイサンウンヨウシュウニュウ				5,534,000		0		5,534,000		6,618,152		△ 1,084,152

				基本財産利息収入 キホンザイサンリソクシュウニュウ		5,534,000		0		5,534,000		6,618,152		△ 1,084,152

		事業収入 ジギョウシュウニュウ				346,863,000		70,000,000		416,863,000		403,756,756		13,106,244

				産学連携等研究収入 サンガクレンケイトウケンキュウシュウニュウ		346,863,000		70,000,000		416,863,000		403,756,756		13,106,244

		補助金収入 ホジョキンシュウニュウ				3,956,314,000		0		3,956,314,000		3,544,485,924		411,828,076

				都補助金収入 トホジョキンシュウニュウ		3,956,314,000		0		3,956,314,000		3,544,485,924		411,828,076

		雑収入 ザツシュウニュウ				9,753,000		0		9,753,000		5,753,286		3,999,714

				受取利息収入 ウケトリリソクシュウニュウ		1,000		0		1,000		3,647		△ 2,647

				雑収入 ザツシュウニュウ		9,752,000		0		9,752,000		5,749,639		4,002,361

		特定資産取崩収入 トクテイシサントリクズシシュウニュウ				360,000		0		360,000		5,610,000		△ 5,250,000

				退職給付引当資産取崩収入 タイショクキュウフヒキアテシサントリクズシシュウニュウ		360,000		0		360,000		5,610,000		△ 5,250,000

		固定資産売却収入 コテイシサンバイキャクシュウニュウ				0		0		0		1,588,126		△ 1,588,126

				備品売却収入 ビヒンバイキャクシュウニュウ		0		0		0		1,588,126		△ 1,588,126

		当期収入合計(A) トウキシュウニュウゴウケイ				4,318,824,000		70,000,000		4,388,824,000		3,967,812,244		421,011,756

		前期繰越収支差額 ゼンキクリコシシュウシサガク				0		0		0		0		0

		収入合計(B) シュウニュウゴウケイ				4,318,824,000		70,000,000		4,388,824,000		3,967,812,244		421,011,756

		（２）　支　出　の　部 ササデブ

		事業費支出 ジギョウヒシシュツ				3,923,063,000		47,901,000		3,970,964,000		3,588,148,970		382,815,030

				職員費支出 ショクインヒシシュツ		2,431,828,000		0		2,431,828,000		2,157,459,916		274,368,084

				研究費支出 ケンキュウヒシシュツ		543,834,000		47,901,000		591,735,000		578,197,969		13,537,031		1 プロジェクト研究費   250,603,514
2 産学連携等研究費     327,594,455 ケンキュウヒサンガクレンケイトウケンキュウヒ

				研究事業費支出 ケンキュウジギョウヒシシュツ		928,304,000		0		928,304,000		835,779,874		92,524,126

				普及事業費支出 フキュウジギョウヒシシュツ		19,097,000		0		19,097,000		16,711,211		2,385,789

		管理費支出 カンリヒシシュツ				270,380,000		0		270,380,000		238,763,854		31,616,146

				職員費支出 ショクインヒシシュツ		225,009,000		0		225,009,000		206,336,089		18,672,911

				事務費支出 ジムヒシシュツ		45,371,000		0		45,371,000		32,427,765		12,943,235

		特定資産取得支出 トクテイシサンシュトクシシュツ				6,000,000		0		6,000,000		4,530,000		1,470,000

				退職給付引当資産取得支出 タイショクキュウフヒキアテシサンシュトクシシュツ		6,000,000		0		6,000,000		4,530,000		1,470,000

		固定資産取得支出 コテイシサンシュトクシシュツ				117,381,000		22,099,000		139,480,000		136,369,420		3,110,580

				備品購入支出 ビヒンコウニュウシシュツ		111,381,000		21,099,000		132,480,000		129,371,748		3,108,252		1 プロジェクト研究費    46,667,842
2 産学連携等研究費 　   71,441,291
3 その他　　　　　　　　11,262,615 ケンキュウヒサンガクレンケイトウケンキュウヒタ

				ソフトウェア購入支出 コウニュウシシュツ		6,000,000		1,000,000		7,000,000		6,997,672		2,328		1 プロジェクト研究費     2,276,662
2 産学連携等研究費   　  4,721,010 ケンキュウヒサンガクレンケイトウケンキュウヒ

		予備費支出 ヨビヒシシュツ				2,000,000		0		2,000,000		0		2,000,000

				予備費支出 ヨビヒシシュツ		2,000,000		0		2,000,000		0		2,000,000

		当期支出合計(C) トウキシシュツゴウケイ				4,318,824,000		70,000,000		4,388,824,000		3,967,812,244		421,011,756		うち研究費内訳
1 プロジェクト研究費   299,548,018
2 産学連携等研究費   　403,756,756 ケンキュウヒウチワケケンキュウヒサンガクレンケイトウケンキュウヒ

		当期収支差額(A)-(C) トウキシュウシサガク				0		0		0		0		0

		次期繰越収支差額
(B)-(C) ジキクリコシシュウシサガク				0		0		0		0		0
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1 貸　借　対　照　表

（平成２０年　３月　３１日　現在）

（単位：円）

科　　　　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ 資　産　の　部

1 流　動　資　産

(1) 現 金 預 金 477,742,254

(2) 未 収 金 1,376,062

流 動 資 産 合 計 479,118,316

2 固　定　資　産

(1) 基 本 財 産

投 資 有 価 証 券 299,736,360

定 期 預 金 263,640

基 本 財 産 合 計 300,000,000

(2) 特 定 資 産

退 職 給 付 引 当 資 産 7,050,000

器 具 備 品 204,938,038

ソ フ ト ウ ェ ア 11,846,827

電 話 加 入 権 4,041,576

特 定 資 産 合 計 227,876,441

(3) そ の 他 固 定 資 産

器 具 備 品 435,069,948

ソ フ ト ウ ェ ア 22,053,107

そ の 他 固 定 資 産 合 計 457,123,055

固 定 資 産 合 計 984,999,496

資 産 合 計 1,464,117,812

Ⅱ 負　債　の　部

1 流　動　負　債

(1) 未 払 金 236,883,100

(2) 都 補 助 金 返 還 金 208,638,076

(3) 預 り 金 33,597,140

流 動 負 債 合 計 479,118,316

2 固　定　負　債

(1) 退 職 給 付 引 当 金 7,050,000

固 定 負 債 合 計 7,050,000

負 債 合 計 486,168,316

Ⅲ 正 味 財 産 の 部

1 指 定 正 味 財 産 520,826,441

指 定 正 味 財 産 合 計 520,826,441

（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ） (300,000,000)

（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ） (220,826,441)

2 一 般 正 味 財 産 457,123,055

正 味 財 産 合 計 977,949,496

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 1,464,117,812

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。

１


貸借対照表

		

		1				貸　借　対　照　表 カシシャクタイアキラヒョウ

						（平成２０年　３月　３１日　現在） ヘイセイネンツキヒゲンザイ

												（単位：円） タンイエン

		科　　　　　　　目 カメ						当年度 トウネンド		前年度 ゼンネンド		増　減 ゾウゲン

		Ⅰ				資　産　の　部 シサンブ

				1		流　動　資　産 リュウドウシサン

				(1)		現金預金 ゲンキンヨキン		477,742,254

				(2)		未収金 ミシュウキン		1,376,062

						流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ		479,118,316

				2		固　定　資　産 ガタマリサダムシサン

				(1)		基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン		299,736,360

						定期預金 テイキヨキン		263,640

						基本財産合計 キホンザイサンゴウケイ		300,000,000

				(2)		特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン		7,050,000

						器具備品 キグビヒン		204,938,038

						ソフトウェア		11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン		4,041,576

						特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ		227,876,441

				(3)		その他固定資産 タコテイシサン

						器具備品 キグビヒン		435,069,948

						ソフトウェア		22,053,107

						その他固定資産合計 タコテイシサンゴウケイ		457,123,055

						固定資産合計 コテイシサンゴウケイ		984,999,496

						資　　産　　合　　計 シサンゴウケイ		1,464,117,812

		Ⅱ				負　債　の　部 フサイブ

				1		流　動　負　債 リュウドウフサイ

				(1)		未払金 ミハライキン		236,883,100

				(2)		都補助金返還金 トホジョキンヘンカンキン		208,638,076

				(3)		預り金 アズカキン		33,597,140

						流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ		479,118,316

				2		固　定　負　債 カタムサダムフサイ

				(1)		退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン		7,050,000

						固定負債合計 コテイフサイゴウケイ		7,050,000

						負債合計 フサイゴウケイ		486,168,316

		Ⅲ				正 味 財 産 の 部 セイアジザイサンブ

				1		指 定 正 味 財 産 ユビサダムセイアジザイサン		520,826,441

						指定正味財産合計 シテイショウミザイサンゴウケイ		520,826,441

						（うち基本財産への充当額） キホンザイサンジュウトウガク		(300,000,000)

						（うち特定資産への充当額） トクテイシサンジュウトウガク		(220,826,441)

				2		一 般 正 味 財 産 イチパンセイアジザイサン		457,123,055

						正味財産合計 ショウミザイサンゴウケイ		977,949,496

						負債及び正味財産合計 フサイオヨセイアジザイサンゴウケイ		1,464,117,812

		(注) チュウ				新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。 シンカイケイキジュンテキヨウショネンドゼンネンドランゾウゲンランクウラン
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正味財産増減計算書

		

		2				正味財産増減計算書 ショウミザイサンゾウゲンケイサンショ

		（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） ヘイセイネンツキヒヘイセイネンツキヒ

												(単位：円） タンイエン

		勘　定　科　目 カンサダムカメ						当年度 トウネンド		前年度 ゼンネンド		増　　減 ゾウゲン

		Ｉ　一般正味財産増減の部 イッパンショウミザイサンゾウゲンブ

				１　経常増減の部 ケイジョウゾウゲンブ

				（１）経常収益 ケイジョウシュウエキ

						①基本財産運用益 キホンザイサンウンヨウエキ

						　基本財産受取利息 キホンザイサンウケトリリソク		6,618,152

						基本財産運用益　計 キホンザイサンウンヨウエキケイ		6,618,152

						②事業収益 ジギョウシュウエキ

						　産学連携等研究収益 サンガクレンケイトウケンキュウシュウエキ		403,756,756

						事業収益　計 ジギョウシュウエキケイ		403,756,756

						③受取補助金 ウトホジョキン

						　受取都補助金 ウケトリトホジョキン		3,544,485,924

						受取補助金　計 ウケトリホジョキンケイ		3,544,485,924

						④雑収益 ザツシュウエキ

						　受取利息 ウケトリリソク		3,647

						　雑収益 ザツシュウエキ		5,749,639

						雑収益　計 ザツシュウエキケイ		5,753,286

						⑤固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		85,916,890

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		2,219,957

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		88,136,847

						経常収益　計 ケイジョウシュウエキケイ		4,048,750,965

				（２）経常費用 ケイジョウヒヨウ

						①事業費 ジギョウヒ

						　職員費 ショクインヒ		2,151,849,916

						　研究費 ケンキュウヒ		578,197,969

						　研究事業費 ケンキュウジギョウヒ		835,779,874

						　普及事業費 フキュウジギョウヒ		16,711,211

						　備品減価償却費 ビヒンゲンカショウキャクヒ		235,696,894

						　ソフトウェア減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		8,610,770

						　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		4,530,000

						事業費　計 ジギョウヒケイ		3,831,376,634

						②管理費 カンリヒ

						　職員費 ショクインヒ		206,336,089

						　事務費 ジムヒ		32,427,765

						管理費　計 カンリヒケイ		238,763,854

						経常費用　計 ケイジョウヒヨウケイ		4,070,140,488

						当期経常増減額 トウキケイジョウゾウゲンガク		△ 21,389,523

				２　経常外増減の部 ケイジョウガイゾウゲンブ

				（１）経常外収益 ケイジョウガイシュウエキ

						①固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		65,672,327

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		1,829,921

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		67,502,248

						経常外収益　計 ケイジョウガイシュウエキケイ		67,502,248

				（２）経常外費用 ケイジョウガイヒヨウ

						①固定資産除却損 コテイシサンジョキャクソン

						　備品除却損 ビヒンジョキャクソン		67,369,037

						　ソフトウェア除却損 ジョキャクソン		2,815,451

						固定資産除却損　計 コテイシサンジョキャクソンケイ		70,184,488

						経常外費用　計 ケイジョウガイヒヨウケイ		70,184,488

						　当期経常外増減額 トウキケイジョウガイゾウゲンガク		△ 2,682,240

						当期一般正味財産増減額 トウキイッパンショウミザイサンゾウゲンガク		△ 24,071,763

						一般正味財産期首残高 イッパンショウミザイサンキシュザンダカ		481,194,818

						一般正味財産期末残高 イッパンショウミザイサンキマツザンダカ		457,123,055

		Ⅱ　指定正味財産増減の部 シテイショウミザイサンゾウゲンブ

						①固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		116,249,938

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		6,992,990

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		123,242,928

						②基本財産運用益 キホンザイサンウンヨウエキ

						　受取利息 ウトリソク		6,618,152

						基本財産運用益　計 キホンザイサンウンヨウエキケイ		6,618,152

						③一般正味財産への振替額 イッパンショウミザイサンフリカエガク

						　一般正味財産への振替額 イッパンショウミザイサンフリカエガク		162,257,247

						一般正味財産への振替額　計 イッパンショウミザイサンフリカエガクケイ		162,257,247

						当期指定正味財産増減額 トウキシテイショウミザイサンゾウゲンガク		△ 32,396,167

						指定正味財産期首残高 シテイショウミザイサンキシュザンダカ		553,222,608

						指定正味財産期末残高 シテイショウミザイサンキマツザンダカ		520,826,441

		Ⅲ　正味財産期末残高 ショウミザイサンキマツザンダカ						977,949,496

		(注) チュウ				新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。 シンカイケイキジュンテキヨウショネンドゼンネンドランゾウゲンランクウラン
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寄付物品の除却額

寄付物品の減価償却額



財務諸表に対する注記(1)

		3				財務諸表に対する注記 ザイムショヒョウタイチュウキ

				1		重要な会計方針 ジュウヨウカイケイホウシン

						(1)		有価証券の評価基準および評価方法 ユウカショウケンヒョウカキジュンヒョウカホウホウ

								満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。 マンキホユウモクテキサイケンショウキャクゲンカホウテイガクホウ

						(2)		固定資産の減価償却の方法 コテイシサンゲンカショウキャクホウホウ

								固定資産の減価償却は定額法により行っている。 コテイシサンゲンカショウキャクテイガクホウオコナ

						(3)		引当金の計上基準 ヒキアテキンケイジョウキジュン

								退職給与引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。 タイショクキュウヨヒキアテキンキマツタイショクキュウヨヨウシキュウガクソウトウキンガクケイジョウ

						(4)		リース取引の処理方法  

								所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に ショユウケンイテンガイトリヒキ

						　準じた会計処理によっている。

						(5)		消費税等の会計処理 ショウヒゼイトウカイケイショリ

								消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 ショウヒゼイトウカイケイショリゼイコホウシキ

				2		基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 キホンザイサンオヨトクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカ

						基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 キホンザイサンオヨトクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカツギ

				科　　　　目 カメ						前期末残高 ゼンキマツザンダカ				当期増加額 トウキゾウカガク				当期減少額 トウキゲンショウガク				当期末残高 トウキマツザンダカ

												円 エン				円 エン				円 エン				円 エン

				基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン				299,067,840				120,306,360				119,637,840				299,736,360

						定期預金 テイキヨキン				932,160				0				668,520				263,640

						小計 ショウケイ				300,000,000				120,306,360				120,306,360				300,000,000

				特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン				8,130,000				4,530,000				5,610,000				7,050,000

						器　具　備　品 ウツワグソナエシナ				240,277,317				116,249,938				151,589,217				204,938,038

						ソフトウェア				8,903,715				6,992,990				4,049,878				11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576												4,041,576

						小計 ショウケイ				261,352,608				127,772,928				161,249,095				227,876,441

						合計 ゴウケイ				561,352,608				248,079,288				281,555,455				527,876,441

				3		基本財産及び特定資産の財源等の内訳 キホンザイサンオヨトクテイシサンザイゲントウウチワケ

						基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 キホンザイサンオヨトクテイシサンザイゲントウウチワケツギ

				科　　　　目 カメ						当期末残高 トウキマツザンダカ				(うち指定正味財産からの充当額） シテイショウミザイサンジュウトウガク				(うち一般財源からの充当額） イッパンザイゲンジュウトウガク				(うち負債に
対応する額） フサイタイオウガク

												円 エン				円 エン				円 エン				円 エン

				基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン				299,736,360				299,736,360				0				-

						定期預金 テイキヨキン				263,640				263,640				0				-

						小計 ショウケイ				300,000,000				300,000,000				0				-

				特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン				7,050,000				0				0				7,050,000

						器　具　備　品 ウツワグソナエシナ				204,938,038				204,938,038				0				-

						ソフトウェア				11,846,827				11,846,827				0				-

						電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576				4,041,576				0				-

						小計 ショウケイ				227,876,441				220,826,441				0				7,050,000

						合計 ゴウケイ				527,876,441				520,826,441				0				7,050,000
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財務諸表に対する注記 (2)

		4		固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカ

				固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカツギ

				科　　　　目 カメ				取得価額 シュトクカガク				減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				当期末残高 トウキマツザンダカ

										円 エン				円 エン				円 エン

				備　　　品 ビシナ				5,564,934,389				4,924,926,403				640,007,986

				ソフトウェア				59,069,085				25,169,151				33,899,934

				電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576				0				4,041,576

				合　　　　計 ゴウケイ				5,628,045,050				4,950,095,554				677,949,496

		5		満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカガクジカオヨヒョウカソンエキ

				満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカガクジカオヨヒョウカソンエキツギ

				科　　　　目 カメ				帳簿価額 チョウボカガク				時　　価 トキアタイ				評価損益 ヒョウカソンエキ

				東京都公募公債 トウキョウトコウボコウサイ						円 エン				円 エン				円 エン

				第584回 ダイカイ				119,769,700				122,568,000				2,798,300

				第620回 ダイカイ				59,994,750				62,569,680				2,574,930

				第648回 ダイカイ				119,971,910				125,208,000				5,236,090

				合　　　　計 ゴウケイ				299,736,360				310,345,680				10,609,320

		6		指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 シテイショウミザイサンイッパンショウミザイサンフリカエガクウチワケ

				指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 シテイショウミザイサンイッパンショウミザイサンフリカエガクウチワケツギ

				内　　　　容 ウチカタチ								金　　額 キンガク

				経常収益への振替額 ケイジョウシュウエキフリカエガク										円 エン

						基本財産運用益計上による振替額 キホンザイサンウンヨウエキケイジョウフリカエガク						6,618,152

						減価償却費計上による振替額 ゲンカショウキャクヒケイジョウフリカエガク						88,136,847

				経常外収益への振替額 ケイジョウガイシュウエキフリカエガク

						除却損計上による振替額 ジョキャクソンケイジョウフリカエガク						67,502,248

				合　　　　　　計 ゴウケイ								162,257,247

		7		ファイナンス・リース取引関係 トリヒキカンケイ

				(1)		　リース物件の取引価格相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額 ブッケントリヒキカカクソウトウガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨキマツザンダカソウトウガク																（単位：円） タンイエン

								車両運搬具 シャリョウウンパング				備　　品 ソナエシナ				ソフトウェア				合　　計 ゴウケイ

				取引価額相当額 トリヒキカガクソウトウガク				2,992,500				881,260,653				3,650,220				887,903,373

				減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				798,000				547,602,678				2,519,055				550,919,733

				期末残高相当額 キマツザンダカソウトウガク				2,194,500				333,657,975				1,131,165				336,983,640

				(2)		　未経過リース料期末残高相当額 ミケイカリョウキマツザンダカソウトウガク																（単位：円） タンイエン

												１年以内 ネンイナイ				１年超 ネンコ				合　　計 ゴウケイ

				未経過リース料期末残高相当額 ミケイカリョウキマツザンダカソウトウガク								133,935,354				203,048,286				336,983,640

				(3)		　当期の支払リース料及び減価償却費相当額 トウキシハライリョウオヨゲンカショウキャクヒソウトウガク										（単位：円） タンイエン

				支払リース料 シハライリョウ				152,827,584

				減価償却相当額 ゲンカショウキャクソウトウガク				152,827,584

				(4)		　減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。 ゲンカショウキャクソウトウガクサンテイホウホウテイガクホウ

				(5)		　リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な ブッケンシュトクカガクソウトウガクサンテイアリョウソウガクリソクソウトウガクゴウリテキ

						見積額を控除しない方法によっている。 ミツモリガクコウジョホウホウ



&C４



財産目録

		4				財 産 目 録 ザイサンメロク

		（平成２０年　３月　３１日　現在） ヘイセイネンツキヒゲンザイ

														(単位：円) タンイエン

		勘　　定　　科　　目 カンサダムカメ										金　　　額 キンガク

		Ⅰ　資産の部 シサンブ

		１　流　動　資　産 リュウドウシサン

				(1)		現　金　預　金 ウツツキンアズカリカネ

						現金 ゲンキン				291,378

						普通預金 フツウヨキン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイ1ブ		455,624,913

								みずほ銀行新宿新都心支店 ギンコウシンジュクシントシンシテン		6,111,583

								みずほ銀行動坂支店		2,427,816

								多摩信用金庫北山支店		950,312

								昭和信用金庫八幡山支店		246,117

								みずほ銀行動坂支店 外（科研費） ホカカケンヒ		12,090,135

						現金預金合計 ゲンキンヨキンゴウケイ				477,742,254

				(2)		未　収　金 ミオサムカネ		産学連携等研究収入等未収額 サンガクレンケイトウケンキュウシュウニュウトウミシュウガク		1,376,062

						流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ						479,118,316

		２　固　定　資　産 ガタマリサダムシサン

				(1)		基　本　財　産 モトホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン		東京都債 トウキョウトサイ		299,736,360

						定期預金 テイキヨキン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイイチブ		263,640

						基本財産合計 キホンザイサンゴウケイ				300,000,000

				(2)		特　定　資　産 トクサダムシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイイチブ		7,050,000

						器具備品 キグビヒン		寄付備品 キフビヒン		204,938,038

						ソフトウェア		寄付ソフトウェア キフ		11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン		寄付電話加入権 キフデンワカニュウケン		4,041,576

						特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ				227,876,441

				(3)		その他固定資産 タコテイシサン

						器具備品 キグビヒン		研究用備品等 ケンキュウヨウビヒントウ		435,069,948

						ソフトウェア				22,053,107

						その他固定資産合計 タコテイシサンゴウケイ				457,123,055

						固定資産合計 コテイシサンゴウケイ						984,999,496

		資　産　合　計 シサンゴウケイ												1,464,117,812

		Ⅱ　負債の部 フサイブ

		１　流　動　負　債 リュウドウフサイ

				(1)		未　払　金 ミフツキン		備品購入・委託料等未払額 ビヒンコウニュウイタクリョウトウミハラガク		236,883,100

				(2)		都補助金返還金 トホジョキンヘンカンキン		東京都補助金返還額 トウキョウトホジョキンヘンカンガク		208,638,076

				(3)		預　り　金 アズカキン		住民税等未納額 ジュウミンゼイトウミノウガク		33,597,140

						流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ						479,118,316

		２　固　定　負　債 カタムサダムフサイ

		1				退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン				7,050,000

						固定負債合計 コテイフサイゴウケイ						7,050,000

		負  債  合  計 フサイゴウケイ												486,168,316

		正　味　財　産 セイアジザイサン												977,949,496



&C５



東京都医学研究機構�
19貸借・財産・諸表（決算書用）.xls�



2 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(単位：円）

当年度 前年度 増　　減

Ｉ　一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

（１）経常収益

①基本財産運用益

　基本財産受取利息 6,618,152

基本財産運用益　計 6,618,152

②事業収益

　産学連携等研究収益 403,756,756

事業収益　計 403,756,756

③受取補助金

　受取都補助金 3,544,485,924

受取補助金　計 3,544,485,924

④雑収益

　受取利息 3,647

　雑収益 5,749,639

雑収益　計 5,753,286

⑤固定資産受贈益

　備品受贈益 85,916,890

　ソフトウェア受贈益 2,219,957

固定資産受贈益　計 88,136,847

経常収益　計 4,048,750,965

（２）経常費用

①事業費

　職員費 2,151,849,916

　研究費 578,197,969

　研究事業費 835,779,874

　普及事業費 16,711,211

　備品減価償却費 235,696,894

　ソフトウェア減価償却費 8,610,770

　退職給付費用 4,530,000

事業費　計 3,831,376,634

②管理費

　職員費 206,336,089

　事務費 32,427,765

管理費　計 238,763,854

経常費用　計 4,070,140,488

当期経常増減額 △ 21,389,523

２　経常外増減の部

（１）経常外収益

①固定資産受贈益

　備品受贈益 65,672,327

　ソフトウェア受贈益 1,829,921

固定資産受贈益　計 67,502,248

経常外収益　計 67,502,248

（２）経常外費用

①固定資産除却損

　備品除却損 67,369,037

　ソフトウェア除却損 2,815,451

固定資産除却損　計 70,184,488

経常外費用　計 70,184,488

　当期経常外増減額 △ 2,682,240

当期一般正味財産増減額 △ 24,071,763

一般正味財産期首残高 481,194,818

一般正味財産期末残高 457,123,055

Ⅱ　指定正味財産増減の部

①固定資産受贈益

　備品受贈益 116,249,938

　ソフトウェア受贈益 6,992,990

固定資産受贈益　計 123,242,928

②基本財産運用益

　受取利息 6,618,152

基本財産運用益　計 6,618,152

③一般正味財産への振替額

　一般正味財産への振替額 162,257,247

一般正味財産への振替額　計 162,257,247

当期指定正味財産増減額 △ 32,396,167

指定正味財産期首残高 553,222,608

指定正味財産期末残高 520,826,441

Ⅲ　正味財産期末残高 977,949,496

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。

（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

勘　定　科　目

２



3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定額法により行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

　準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

円 円 円 円
基本財産

投資有価証券 299,067,840 120,306,360 119,637,840 299,736,360

定 期 預 金 932,160 0 668,520 263,640

小 計 300,000,000 120,306,360 120,306,360 300,000,000

特定資産
退職給付引当資産 8,130,000 4,530,000 5,610,000 7,050,000

器　具　備　品 240,277,317 116,249,938 151,589,217 204,938,038

ソ フ ト ウ ェ ア 8,903,715 6,992,990 4,049,878 11,846,827

電 話 加 入 権 4,041,576 4,041,576
小 計 261,352,608 127,772,928 161,249,095 227,876,441

合 計 561,352,608 248,079,288 281,555,455 527,876,441

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　　　目 当期末残高
(うち指定正味財産
からの充当額）

(うち一般財源から
の充当額）

(うち負債に
対応する額）

円 円 円 円
基本財産

投資有価証券 299,736,360 299,736,360 0 -

定 期 預 金 263,640 263,640 0 -

小 計 300,000,000 300,000,000 0 -

特定資産
退職給付引当資産 7,050,000 0 0 7,050,000

器　具　備　品 204,938,038 204,938,038 0 -

ソ フ ト ウ ェ ア 11,846,827 11,846,827 0 -

電 話 加 入 権 4,041,576 4,041,576 0 -
小 計 227,876,441 220,826,441 0 7,050,000

合 計 527,876,441 520,826,441 0 7,050,000

３


貸借対照表

		

		1				貸　借　対　照　表 カシシャクタイアキラヒョウ

						（平成２０年　３月　３１日　現在） ヘイセイネンツキヒゲンザイ

												（単位：円） タンイエン

		科　　　　　　　目 カメ						当年度 トウネンド		前年度 ゼンネンド		増　減 ゾウゲン

		Ⅰ				資　産　の　部 シサンブ

				1		流　動　資　産 リュウドウシサン

				(1)		現金預金 ゲンキンヨキン		477,742,254

				(2)		未収金 ミシュウキン		1,376,062

						流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ		479,118,316

				2		固　定　資　産 ガタマリサダムシサン

				(1)		基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン		299,736,360

						定期預金 テイキヨキン		263,640

						基本財産合計 キホンザイサンゴウケイ		300,000,000

				(2)		特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン		7,050,000

						器具備品 キグビヒン		204,938,038

						ソフトウェア		11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン		4,041,576

						特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ		227,876,441

				(3)		その他固定資産 タコテイシサン

						器具備品 キグビヒン		435,069,948

						ソフトウェア		22,053,107

						その他固定資産合計 タコテイシサンゴウケイ		457,123,055

						固定資産合計 コテイシサンゴウケイ		984,999,496

						資　　産　　合　　計 シサンゴウケイ		1,464,117,812

		Ⅱ				負　債　の　部 フサイブ

				1		流　動　負　債 リュウドウフサイ

				(1)		未払金 ミハライキン		236,883,100

				(2)		都補助金返還金 トホジョキンヘンカンキン		208,638,076

				(3)		預り金 アズカキン		33,597,140

						流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ		479,118,316

				2		固　定　負　債 カタムサダムフサイ

				(1)		退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン		7,050,000

						固定負債合計 コテイフサイゴウケイ		7,050,000

						負債合計 フサイゴウケイ		486,168,316

		Ⅲ				正 味 財 産 の 部 セイアジザイサンブ

				1		指 定 正 味 財 産 ユビサダムセイアジザイサン		520,826,441

						指定正味財産合計 シテイショウミザイサンゴウケイ		520,826,441

						（うち基本財産への充当額） キホンザイサンジュウトウガク		(300,000,000)

						（うち特定資産への充当額） トクテイシサンジュウトウガク		(220,826,441)

				2		一 般 正 味 財 産 イチパンセイアジザイサン		457,123,055

						正味財産合計 ショウミザイサンゴウケイ		977,949,496

						負債及び正味財産合計 フサイオヨセイアジザイサンゴウケイ		1,464,117,812

		(注) チュウ				新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。 シンカイケイキジュンテキヨウショネンドゼンネンドランゾウゲンランクウラン
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正味財産増減計算書

		

		2				正味財産増減計算書 ショウミザイサンゾウゲンケイサンショ

		（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） ヘイセイネンツキヒヘイセイネンツキヒ

												(単位：円） タンイエン

		勘　定　科　目 カンサダムカメ						当年度 トウネンド		前年度 ゼンネンド		増　　減 ゾウゲン

		Ｉ　一般正味財産増減の部 イッパンショウミザイサンゾウゲンブ

				１　経常増減の部 ケイジョウゾウゲンブ

				（１）経常収益 ケイジョウシュウエキ

						①基本財産運用益 キホンザイサンウンヨウエキ

						　基本財産受取利息 キホンザイサンウケトリリソク		6,618,152

						基本財産運用益　計 キホンザイサンウンヨウエキケイ		6,618,152

						②事業収益 ジギョウシュウエキ

						　産学連携等研究収益 サンガクレンケイトウケンキュウシュウエキ		403,756,756

						事業収益　計 ジギョウシュウエキケイ		403,756,756

						③受取補助金 ウトホジョキン

						　受取都補助金 ウケトリトホジョキン		3,544,485,924

						受取補助金　計 ウケトリホジョキンケイ		3,544,485,924

						④雑収益 ザツシュウエキ

						　受取利息 ウケトリリソク		3,647

						　雑収益 ザツシュウエキ		5,749,639

						雑収益　計 ザツシュウエキケイ		5,753,286

						⑤固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		85,916,890

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		2,219,957

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		88,136,847

						経常収益　計 ケイジョウシュウエキケイ		4,048,750,965

				（２）経常費用 ケイジョウヒヨウ

						①事業費 ジギョウヒ

						　職員費 ショクインヒ		2,151,849,916

						　研究費 ケンキュウヒ		578,197,969

						　研究事業費 ケンキュウジギョウヒ		835,779,874

						　普及事業費 フキュウジギョウヒ		16,711,211

						　備品減価償却費 ビヒンゲンカショウキャクヒ		235,696,894

						　ソフトウェア減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		8,610,770

						　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		4,530,000

						事業費　計 ジギョウヒケイ		3,831,376,634

						②管理費 カンリヒ

						　職員費 ショクインヒ		206,336,089

						　事務費 ジムヒ		32,427,765

						管理費　計 カンリヒケイ		238,763,854

						経常費用　計 ケイジョウヒヨウケイ		4,070,140,488

						当期経常増減額 トウキケイジョウゾウゲンガク		△ 21,389,523

				２　経常外増減の部 ケイジョウガイゾウゲンブ

				（１）経常外収益 ケイジョウガイシュウエキ

						①固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		65,672,327

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		1,829,921

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		67,502,248

						経常外収益　計 ケイジョウガイシュウエキケイ		67,502,248

				（２）経常外費用 ケイジョウガイヒヨウ

						①固定資産除却損 コテイシサンジョキャクソン

						　備品除却損 ビヒンジョキャクソン		67,369,037

						　ソフトウェア除却損 ジョキャクソン		2,815,451

						固定資産除却損　計 コテイシサンジョキャクソンケイ		70,184,488

						経常外費用　計 ケイジョウガイヒヨウケイ		70,184,488

						　当期経常外増減額 トウキケイジョウガイゾウゲンガク		△ 2,682,240

						当期一般正味財産増減額 トウキイッパンショウミザイサンゾウゲンガク		△ 24,071,763

						一般正味財産期首残高 イッパンショウミザイサンキシュザンダカ		481,194,818

						一般正味財産期末残高 イッパンショウミザイサンキマツザンダカ		457,123,055

		Ⅱ　指定正味財産増減の部 シテイショウミザイサンゾウゲンブ

						①固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		116,249,938

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		6,992,990

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		123,242,928

						②基本財産運用益 キホンザイサンウンヨウエキ

						　受取利息 ウトリソク		6,618,152

						基本財産運用益　計 キホンザイサンウンヨウエキケイ		6,618,152

						③一般正味財産への振替額 イッパンショウミザイサンフリカエガク

						　一般正味財産への振替額 イッパンショウミザイサンフリカエガク		162,257,247

						一般正味財産への振替額　計 イッパンショウミザイサンフリカエガクケイ		162,257,247

						当期指定正味財産増減額 トウキシテイショウミザイサンゾウゲンガク		△ 32,396,167

						指定正味財産期首残高 シテイショウミザイサンキシュザンダカ		553,222,608

						指定正味財産期末残高 シテイショウミザイサンキマツザンダカ		520,826,441

		Ⅲ　正味財産期末残高 ショウミザイサンキマツザンダカ						977,949,496

		(注) チュウ				新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。 シンカイケイキジュンテキヨウショネンドゼンネンドランゾウゲンランクウラン
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寄付物品の除却額

寄付物品の減価償却額



財務諸表に対する注記(1)

		3				財務諸表に対する注記 ザイムショヒョウタイチュウキ

				1		重要な会計方針 ジュウヨウカイケイホウシン

						(1)		有価証券の評価基準および評価方法 ユウカショウケンヒョウカキジュンヒョウカホウホウ

								満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。 マンキホユウモクテキサイケンショウキャクゲンカホウテイガクホウ

						(2)		固定資産の減価償却の方法 コテイシサンゲンカショウキャクホウホウ

								固定資産の減価償却は定額法により行っている。 コテイシサンゲンカショウキャクテイガクホウオコナ

						(3)		引当金の計上基準 ヒキアテキンケイジョウキジュン

								退職給与引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。 タイショクキュウヨヒキアテキンキマツタイショクキュウヨヨウシキュウガクソウトウキンガクケイジョウ

						(4)		リース取引の処理方法  

								所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に ショユウケンイテンガイトリヒキ

						　準じた会計処理によっている。

						(5)		消費税等の会計処理 ショウヒゼイトウカイケイショリ

								消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 ショウヒゼイトウカイケイショリゼイコホウシキ

				2		基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 キホンザイサンオヨトクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカ

						基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 キホンザイサンオヨトクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカツギ

				科　　　　目 カメ						前期末残高 ゼンキマツザンダカ				当期増加額 トウキゾウカガク				当期減少額 トウキゲンショウガク				当期末残高 トウキマツザンダカ

												円 エン				円 エン				円 エン				円 エン

				基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン				299,067,840				120,306,360				119,637,840				299,736,360

						定期預金 テイキヨキン				932,160				0				668,520				263,640

						小計 ショウケイ				300,000,000				120,306,360				120,306,360				300,000,000

				特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン				8,130,000				4,530,000				5,610,000				7,050,000

						器　具　備　品 ウツワグソナエシナ				240,277,317				116,249,938				151,589,217				204,938,038

						ソフトウェア				8,903,715				6,992,990				4,049,878				11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576												4,041,576

						小計 ショウケイ				261,352,608				127,772,928				161,249,095				227,876,441

						合計 ゴウケイ				561,352,608				248,079,288				281,555,455				527,876,441

				3		基本財産及び特定資産の財源等の内訳 キホンザイサンオヨトクテイシサンザイゲントウウチワケ

						基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 キホンザイサンオヨトクテイシサンザイゲントウウチワケツギ

				科　　　　目 カメ						当期末残高 トウキマツザンダカ				(うち指定正味財産からの充当額） シテイショウミザイサンジュウトウガク				(うち一般財源からの充当額） イッパンザイゲンジュウトウガク				(うち負債に
対応する額） フサイタイオウガク

												円 エン				円 エン				円 エン				円 エン

				基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン				299,736,360				299,736,360				0				-

						定期預金 テイキヨキン				263,640				263,640				0				-

						小計 ショウケイ				300,000,000				300,000,000				0				-

				特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン				7,050,000				0				0				7,050,000

						器　具　備　品 ウツワグソナエシナ				204,938,038				204,938,038				0				-

						ソフトウェア				11,846,827				11,846,827				0				-

						電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576				4,041,576				0				-

						小計 ショウケイ				227,876,441				220,826,441				0				7,050,000

						合計 ゴウケイ				527,876,441				520,826,441				0				7,050,000
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財務諸表に対する注記 (2)

		4		固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカ

				固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカツギ

				科　　　　目 カメ				取得価額 シュトクカガク				減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				当期末残高 トウキマツザンダカ

										円 エン				円 エン				円 エン

				備　　　品 ビシナ				5,564,934,389				4,924,926,403				640,007,986

				ソフトウェア				59,069,085				25,169,151				33,899,934

				電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576				0				4,041,576

				合　　　　計 ゴウケイ				5,628,045,050				4,950,095,554				677,949,496

		5		満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカガクジカオヨヒョウカソンエキ

				満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカガクジカオヨヒョウカソンエキツギ

				科　　　　目 カメ				帳簿価額 チョウボカガク				時　　価 トキアタイ				評価損益 ヒョウカソンエキ

				東京都公募公債 トウキョウトコウボコウサイ						円 エン				円 エン				円 エン

				第584回 ダイカイ				119,769,700				122,568,000				2,798,300

				第620回 ダイカイ				59,994,750				62,569,680				2,574,930

				第648回 ダイカイ				119,971,910				125,208,000				5,236,090

				合　　　　計 ゴウケイ				299,736,360				310,345,680				10,609,320

		6		指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 シテイショウミザイサンイッパンショウミザイサンフリカエガクウチワケ

				指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 シテイショウミザイサンイッパンショウミザイサンフリカエガクウチワケツギ

				内　　　　容 ウチカタチ								金　　額 キンガク

				経常収益への振替額 ケイジョウシュウエキフリカエガク										円 エン

						基本財産運用益計上による振替額 キホンザイサンウンヨウエキケイジョウフリカエガク						6,618,152

						減価償却費計上による振替額 ゲンカショウキャクヒケイジョウフリカエガク						88,136,847

				経常外収益への振替額 ケイジョウガイシュウエキフリカエガク

						除却損計上による振替額 ジョキャクソンケイジョウフリカエガク						67,502,248

				合　　　　　　計 ゴウケイ								162,257,247

		7		ファイナンス・リース取引関係 トリヒキカンケイ

				(1)		　リース物件の取引価格相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額 ブッケントリヒキカカクソウトウガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨキマツザンダカソウトウガク																（単位：円） タンイエン

								車両運搬具 シャリョウウンパング				備　　品 ソナエシナ				ソフトウェア				合　　計 ゴウケイ

				取引価額相当額 トリヒキカガクソウトウガク				2,992,500				881,260,653				3,650,220				887,903,373

				減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				798,000				547,602,678				2,519,055				550,919,733

				期末残高相当額 キマツザンダカソウトウガク				2,194,500				333,657,975				1,131,165				336,983,640

				(2)		　未経過リース料期末残高相当額 ミケイカリョウキマツザンダカソウトウガク																（単位：円） タンイエン

												１年以内 ネンイナイ				１年超 ネンコ				合　　計 ゴウケイ

				未経過リース料期末残高相当額 ミケイカリョウキマツザンダカソウトウガク								133,935,354				203,048,286				336,983,640

				(3)		　当期の支払リース料及び減価償却費相当額 トウキシハライリョウオヨゲンカショウキャクヒソウトウガク										（単位：円） タンイエン

				支払リース料 シハライリョウ				152,827,584

				減価償却相当額 ゲンカショウキャクソウトウガク				152,827,584

				(4)		　減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。 ゲンカショウキャクソウトウガクサンテイホウホウテイガクホウ

				(5)		　リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な ブッケンシュトクカガクソウトウガクサンテイアリョウソウガクリソクソウトウガクゴウリテキ

						見積額を控除しない方法によっている。 ミツモリガクコウジョホウホウ
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財産目録

		4				財 産 目 録 ザイサンメロク

		（平成２０年　３月　３１日　現在） ヘイセイネンツキヒゲンザイ

														(単位：円) タンイエン

		勘　　定　　科　　目 カンサダムカメ										金　　　額 キンガク

		Ⅰ　資産の部 シサンブ

		１　流　動　資　産 リュウドウシサン

				(1)		現　金　預　金 ウツツキンアズカリカネ

						現金 ゲンキン				291,378

						普通預金 フツウヨキン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイ1ブ		455,624,913

								みずほ銀行新宿新都心支店 ギンコウシンジュクシントシンシテン		6,111,583

								みずほ銀行動坂支店		2,427,816

								多摩信用金庫北山支店		950,312

								昭和信用金庫八幡山支店		246,117

								みずほ銀行動坂支店 外（科研費） ホカカケンヒ		12,090,135

						現金預金合計 ゲンキンヨキンゴウケイ				477,742,254

				(2)		未　収　金 ミオサムカネ		産学連携等研究収入等未収額 サンガクレンケイトウケンキュウシュウニュウトウミシュウガク		1,376,062

						流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ						479,118,316

		２　固　定　資　産 ガタマリサダムシサン

				(1)		基　本　財　産 モトホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン		東京都債 トウキョウトサイ		299,736,360

						定期預金 テイキヨキン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイイチブ		263,640

						基本財産合計 キホンザイサンゴウケイ				300,000,000

				(2)		特　定　資　産 トクサダムシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイイチブ		7,050,000

						器具備品 キグビヒン		寄付備品 キフビヒン		204,938,038

						ソフトウェア		寄付ソフトウェア キフ		11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン		寄付電話加入権 キフデンワカニュウケン		4,041,576

						特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ				227,876,441

				(3)		その他固定資産 タコテイシサン

						器具備品 キグビヒン		研究用備品等 ケンキュウヨウビヒントウ		435,069,948

						ソフトウェア				22,053,107

						その他固定資産合計 タコテイシサンゴウケイ				457,123,055

						固定資産合計 コテイシサンゴウケイ						984,999,496

		資　産　合　計 シサンゴウケイ												1,464,117,812

		Ⅱ　負債の部 フサイブ

		１　流　動　負　債 リュウドウフサイ

				(1)		未　払　金 ミフツキン		備品購入・委託料等未払額 ビヒンコウニュウイタクリョウトウミハラガク		236,883,100

				(2)		都補助金返還金 トホジョキンヘンカンキン		東京都補助金返還額 トウキョウトホジョキンヘンカンガク		208,638,076

				(3)		預　り　金 アズカキン		住民税等未納額 ジュウミンゼイトウミノウガク		33,597,140

						流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ						479,118,316

		２　固　定　負　債 カタムサダムフサイ

		1				退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン				7,050,000

						固定負債合計 コテイフサイゴウケイ						7,050,000

		負  債  合  計 フサイゴウケイ												486,168,316

		正　味　財　産 セイアジザイサン												977,949,496
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4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

円 円 円

備　　　品 5,564,934,389 4,924,926,403 640,007,986

ソフトウェア 59,069,085 25,169,151 33,899,934

電話加入権 4,041,576 0 4,041,576

合　　　　計 5,628,045,050 4,950,095,554 677,949,496

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科　　　　目 帳簿価額 時　　価 評価損益

東京都公募公債 円 円 円

第584回 119,769,700 122,568,000 2,798,300

第620回 59,994,750 62,569,680 2,574,930

第648回 119,971,910 125,208,000 5,236,090

合　　　　計 299,736,360 310,345,680 10,609,320

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内　　　　容 金　　額

経常収益への振替額 円

基本財産運用益計上による振替額 6,618,152

減価償却費計上による振替額 88,136,847

経常外収益への振替額

除却損計上による振替額 67,502,248

合　　　　　　計 162,257,247

7 ファイナンス・リース取引関係

(1) 　リース物件の取引価格相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額 （単位：円）

車両運搬具 備　　品 ソフトウェア 合　　計

取引価額相当額 2,992,500 881,260,653 3,650,220 887,903,373

減価償却累計額 798,000 547,602,678 2,519,055 550,919,733

期末残高相当額 2,194,500 333,657,975 1,131,165 336,983,640

(2) 　未経過リース料期末残高相当額 （単位：円）

１年以内 １年超 合　　計

未経過リース料期末残高相当額 133,935,354 203,048,286 336,983,640

(3) 　当期の支払リ （ース料及び減価償却費相当額 単位：円）

支払リース料 152,827,584

減価償却相当額 152,827,584

(4) 　減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 　リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な

見積額を控除しない方法によっている。

４


貸借対照表

		

		1				貸　借　対　照　表 カシシャクタイアキラヒョウ

						（平成２０年　３月　３１日　現在） ヘイセイネンツキヒゲンザイ

												（単位：円） タンイエン

		科　　　　　　　目 カメ						当年度 トウネンド		前年度 ゼンネンド		増　減 ゾウゲン

		Ⅰ				資　産　の　部 シサンブ

				1		流　動　資　産 リュウドウシサン

				(1)		現金預金 ゲンキンヨキン		477,742,254

				(2)		未収金 ミシュウキン		1,376,062

						流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ		479,118,316

				2		固　定　資　産 ガタマリサダムシサン

				(1)		基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン		299,736,360

						定期預金 テイキヨキン		263,640

						基本財産合計 キホンザイサンゴウケイ		300,000,000

				(2)		特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン		7,050,000

						器具備品 キグビヒン		204,938,038

						ソフトウェア		11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン		4,041,576

						特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ		227,876,441

				(3)		その他固定資産 タコテイシサン

						器具備品 キグビヒン		435,069,948

						ソフトウェア		22,053,107

						その他固定資産合計 タコテイシサンゴウケイ		457,123,055

						固定資産合計 コテイシサンゴウケイ		984,999,496

						資　　産　　合　　計 シサンゴウケイ		1,464,117,812

		Ⅱ				負　債　の　部 フサイブ

				1		流　動　負　債 リュウドウフサイ

				(1)		未払金 ミハライキン		236,883,100

				(2)		都補助金返還金 トホジョキンヘンカンキン		208,638,076

				(3)		預り金 アズカキン		33,597,140

						流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ		479,118,316

				2		固　定　負　債 カタムサダムフサイ

				(1)		退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン		7,050,000

						固定負債合計 コテイフサイゴウケイ		7,050,000

						負債合計 フサイゴウケイ		486,168,316

		Ⅲ				正 味 財 産 の 部 セイアジザイサンブ

				1		指 定 正 味 財 産 ユビサダムセイアジザイサン		520,826,441

						指定正味財産合計 シテイショウミザイサンゴウケイ		520,826,441

						（うち基本財産への充当額） キホンザイサンジュウトウガク		(300,000,000)

						（うち特定資産への充当額） トクテイシサンジュウトウガク		(220,826,441)

				2		一 般 正 味 財 産 イチパンセイアジザイサン		457,123,055

						正味財産合計 ショウミザイサンゴウケイ		977,949,496

						負債及び正味財産合計 フサイオヨセイアジザイサンゴウケイ		1,464,117,812

		(注) チュウ				新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。 シンカイケイキジュンテキヨウショネンドゼンネンドランゾウゲンランクウラン
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正味財産増減計算書

		

		2				正味財産増減計算書 ショウミザイサンゾウゲンケイサンショ

		（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） ヘイセイネンツキヒヘイセイネンツキヒ

												(単位：円） タンイエン

		勘　定　科　目 カンサダムカメ						当年度 トウネンド		前年度 ゼンネンド		増　　減 ゾウゲン

		Ｉ　一般正味財産増減の部 イッパンショウミザイサンゾウゲンブ

				１　経常増減の部 ケイジョウゾウゲンブ

				（１）経常収益 ケイジョウシュウエキ

						①基本財産運用益 キホンザイサンウンヨウエキ

						　基本財産受取利息 キホンザイサンウケトリリソク		6,618,152

						基本財産運用益　計 キホンザイサンウンヨウエキケイ		6,618,152

						②事業収益 ジギョウシュウエキ

						　産学連携等研究収益 サンガクレンケイトウケンキュウシュウエキ		403,756,756

						事業収益　計 ジギョウシュウエキケイ		403,756,756

						③受取補助金 ウトホジョキン

						　受取都補助金 ウケトリトホジョキン		3,544,485,924

						受取補助金　計 ウケトリホジョキンケイ		3,544,485,924

						④雑収益 ザツシュウエキ

						　受取利息 ウケトリリソク		3,647

						　雑収益 ザツシュウエキ		5,749,639

						雑収益　計 ザツシュウエキケイ		5,753,286

						⑤固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		85,916,890

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		2,219,957

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		88,136,847

						経常収益　計 ケイジョウシュウエキケイ		4,048,750,965

				（２）経常費用 ケイジョウヒヨウ

						①事業費 ジギョウヒ

						　職員費 ショクインヒ		2,151,849,916

						　研究費 ケンキュウヒ		578,197,969

						　研究事業費 ケンキュウジギョウヒ		835,779,874

						　普及事業費 フキュウジギョウヒ		16,711,211

						　備品減価償却費 ビヒンゲンカショウキャクヒ		235,696,894

						　ソフトウェア減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		8,610,770

						　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		4,530,000

						事業費　計 ジギョウヒケイ		3,831,376,634

						②管理費 カンリヒ

						　職員費 ショクインヒ		206,336,089

						　事務費 ジムヒ		32,427,765

						管理費　計 カンリヒケイ		238,763,854

						経常費用　計 ケイジョウヒヨウケイ		4,070,140,488

						当期経常増減額 トウキケイジョウゾウゲンガク		△ 21,389,523

				２　経常外増減の部 ケイジョウガイゾウゲンブ

				（１）経常外収益 ケイジョウガイシュウエキ

						①固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		65,672,327

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		1,829,921

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		67,502,248

						経常外収益　計 ケイジョウガイシュウエキケイ		67,502,248

				（２）経常外費用 ケイジョウガイヒヨウ

						①固定資産除却損 コテイシサンジョキャクソン

						　備品除却損 ビヒンジョキャクソン		67,369,037

						　ソフトウェア除却損 ジョキャクソン		2,815,451

						固定資産除却損　計 コテイシサンジョキャクソンケイ		70,184,488

						経常外費用　計 ケイジョウガイヒヨウケイ		70,184,488

						　当期経常外増減額 トウキケイジョウガイゾウゲンガク		△ 2,682,240

						当期一般正味財産増減額 トウキイッパンショウミザイサンゾウゲンガク		△ 24,071,763

						一般正味財産期首残高 イッパンショウミザイサンキシュザンダカ		481,194,818

						一般正味財産期末残高 イッパンショウミザイサンキマツザンダカ		457,123,055

		Ⅱ　指定正味財産増減の部 シテイショウミザイサンゾウゲンブ

						①固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		116,249,938

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		6,992,990

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		123,242,928

						②基本財産運用益 キホンザイサンウンヨウエキ

						　受取利息 ウトリソク		6,618,152

						基本財産運用益　計 キホンザイサンウンヨウエキケイ		6,618,152

						③一般正味財産への振替額 イッパンショウミザイサンフリカエガク

						　一般正味財産への振替額 イッパンショウミザイサンフリカエガク		162,257,247

						一般正味財産への振替額　計 イッパンショウミザイサンフリカエガクケイ		162,257,247

						当期指定正味財産増減額 トウキシテイショウミザイサンゾウゲンガク		△ 32,396,167

						指定正味財産期首残高 シテイショウミザイサンキシュザンダカ		553,222,608

						指定正味財産期末残高 シテイショウミザイサンキマツザンダカ		520,826,441

		Ⅲ　正味財産期末残高 ショウミザイサンキマツザンダカ						977,949,496

		(注) チュウ				新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。 シンカイケイキジュンテキヨウショネンドゼンネンドランゾウゲンランクウラン
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財務諸表に対する注記(1)

		3				財務諸表に対する注記 ザイムショヒョウタイチュウキ

				1		重要な会計方針 ジュウヨウカイケイホウシン

						(1)		有価証券の評価基準および評価方法 ユウカショウケンヒョウカキジュンヒョウカホウホウ

								満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。 マンキホユウモクテキサイケンショウキャクゲンカホウテイガクホウ

						(2)		固定資産の減価償却の方法 コテイシサンゲンカショウキャクホウホウ

								固定資産の減価償却は定額法により行っている。 コテイシサンゲンカショウキャクテイガクホウオコナ

						(3)		引当金の計上基準 ヒキアテキンケイジョウキジュン

								退職給与引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。 タイショクキュウヨヒキアテキンキマツタイショクキュウヨヨウシキュウガクソウトウキンガクケイジョウ

						(4)		リース取引の処理方法  

								所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に ショユウケンイテンガイトリヒキ

						　準じた会計処理によっている。

						(5)		消費税等の会計処理 ショウヒゼイトウカイケイショリ

								消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 ショウヒゼイトウカイケイショリゼイコホウシキ

				2		基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 キホンザイサンオヨトクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカ

						基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 キホンザイサンオヨトクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカツギ

				科　　　　目 カメ						前期末残高 ゼンキマツザンダカ				当期増加額 トウキゾウカガク				当期減少額 トウキゲンショウガク				当期末残高 トウキマツザンダカ

												円 エン				円 エン				円 エン				円 エン

				基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン				299,067,840				120,306,360				119,637,840				299,736,360

						定期預金 テイキヨキン				932,160				0				668,520				263,640

						小計 ショウケイ				300,000,000				120,306,360				120,306,360				300,000,000

				特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン				8,130,000				4,530,000				5,610,000				7,050,000

						器　具　備　品 ウツワグソナエシナ				240,277,317				116,249,938				151,589,217				204,938,038

						ソフトウェア				8,903,715				6,992,990				4,049,878				11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576												4,041,576

						小計 ショウケイ				261,352,608				127,772,928				161,249,095				227,876,441

						合計 ゴウケイ				561,352,608				248,079,288				281,555,455				527,876,441

				3		基本財産及び特定資産の財源等の内訳 キホンザイサンオヨトクテイシサンザイゲントウウチワケ

						基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 キホンザイサンオヨトクテイシサンザイゲントウウチワケツギ

				科　　　　目 カメ						当期末残高 トウキマツザンダカ				(うち指定正味財産からの充当額） シテイショウミザイサンジュウトウガク				(うち一般財源からの充当額） イッパンザイゲンジュウトウガク				(うち負債に
対応する額） フサイタイオウガク

												円 エン				円 エン				円 エン				円 エン

				基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン				299,736,360				299,736,360				0				-

						定期預金 テイキヨキン				263,640				263,640				0				-

						小計 ショウケイ				300,000,000				300,000,000				0				-

				特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン				7,050,000				0				0				7,050,000

						器　具　備　品 ウツワグソナエシナ				204,938,038				204,938,038				0				-

						ソフトウェア				11,846,827				11,846,827				0				-

						電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576				4,041,576				0				-

						小計 ショウケイ				227,876,441				220,826,441				0				7,050,000

						合計 ゴウケイ				527,876,441				520,826,441				0				7,050,000
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財務諸表に対する注記 (2)

		4		固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカ

				固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカツギ

				科　　　　目 カメ				取得価額 シュトクカガク				減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				当期末残高 トウキマツザンダカ

										円 エン				円 エン				円 エン

				備　　　品 ビシナ				5,564,934,389				4,924,926,403				640,007,986

				ソフトウェア				59,069,085				25,169,151				33,899,934

				電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576				0				4,041,576

				合　　　　計 ゴウケイ				5,628,045,050				4,950,095,554				677,949,496

		5		満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカガクジカオヨヒョウカソンエキ

				満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカガクジカオヨヒョウカソンエキツギ

				科　　　　目 カメ				帳簿価額 チョウボカガク				時　　価 トキアタイ				評価損益 ヒョウカソンエキ

				東京都公募公債 トウキョウトコウボコウサイ						円 エン				円 エン				円 エン

				第584回 ダイカイ				119,769,700				122,568,000				2,798,300

				第620回 ダイカイ				59,994,750				62,569,680				2,574,930

				第648回 ダイカイ				119,971,910				125,208,000				5,236,090

				合　　　　計 ゴウケイ				299,736,360				310,345,680				10,609,320

		6		指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 シテイショウミザイサンイッパンショウミザイサンフリカエガクウチワケ

				指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 シテイショウミザイサンイッパンショウミザイサンフリカエガクウチワケツギ

				内　　　　容 ウチカタチ								金　　額 キンガク

				経常収益への振替額 ケイジョウシュウエキフリカエガク										円 エン

						基本財産運用益計上による振替額 キホンザイサンウンヨウエキケイジョウフリカエガク						6,618,152

						減価償却費計上による振替額 ゲンカショウキャクヒケイジョウフリカエガク						88,136,847

				経常外収益への振替額 ケイジョウガイシュウエキフリカエガク

						除却損計上による振替額 ジョキャクソンケイジョウフリカエガク						67,502,248

				合　　　　　　計 ゴウケイ								162,257,247

		7		ファイナンス・リース取引関係 トリヒキカンケイ

				(1)		　リース物件の取引価格相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額 ブッケントリヒキカカクソウトウガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨキマツザンダカソウトウガク																（単位：円） タンイエン

								車両運搬具 シャリョウウンパング				備　　品 ソナエシナ				ソフトウェア				合　　計 ゴウケイ

				取引価額相当額 トリヒキカガクソウトウガク				2,992,500				881,260,653				3,650,220				887,903,373

				減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				798,000				547,602,678				2,519,055				550,919,733

				期末残高相当額 キマツザンダカソウトウガク				2,194,500				333,657,975				1,131,165				336,983,640

				(2)		　未経過リース料期末残高相当額 ミケイカリョウキマツザンダカソウトウガク																（単位：円） タンイエン

												１年以内 ネンイナイ				１年超 ネンコ				合　　計 ゴウケイ

				未経過リース料期末残高相当額 ミケイカリョウキマツザンダカソウトウガク								133,935,354				203,048,286				336,983,640

				(3)		　当期の支払リース料及び減価償却費相当額 トウキシハライリョウオヨゲンカショウキャクヒソウトウガク										（単位：円） タンイエン

				支払リース料 シハライリョウ				152,827,584

				減価償却相当額 ゲンカショウキャクソウトウガク				152,827,584

				(4)		　減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。 ゲンカショウキャクソウトウガクサンテイホウホウテイガクホウ

				(5)		　リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な ブッケンシュトクカガクソウトウガクサンテイアリョウソウガクリソクソウトウガクゴウリテキ

						見積額を控除しない方法によっている。 ミツモリガクコウジョホウホウ
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財産目録

		4				財 産 目 録 ザイサンメロク

		（平成２０年　３月　３１日　現在） ヘイセイネンツキヒゲンザイ

														(単位：円) タンイエン

		勘　　定　　科　　目 カンサダムカメ										金　　　額 キンガク

		Ⅰ　資産の部 シサンブ

		１　流　動　資　産 リュウドウシサン

				(1)		現　金　預　金 ウツツキンアズカリカネ

						現金 ゲンキン				291,378

						普通預金 フツウヨキン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイ1ブ		455,624,913

								みずほ銀行新宿新都心支店 ギンコウシンジュクシントシンシテン		6,111,583

								みずほ銀行動坂支店		2,427,816

								多摩信用金庫北山支店		950,312

								昭和信用金庫八幡山支店		246,117

								みずほ銀行動坂支店 外（科研費） ホカカケンヒ		12,090,135

						現金預金合計 ゲンキンヨキンゴウケイ				477,742,254

				(2)		未　収　金 ミオサムカネ		産学連携等研究収入等未収額 サンガクレンケイトウケンキュウシュウニュウトウミシュウガク		1,376,062

						流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ						479,118,316

		２　固　定　資　産 ガタマリサダムシサン

				(1)		基　本　財　産 モトホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン		東京都債 トウキョウトサイ		299,736,360

						定期預金 テイキヨキン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイイチブ		263,640

						基本財産合計 キホンザイサンゴウケイ				300,000,000

				(2)		特　定　資　産 トクサダムシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイイチブ		7,050,000

						器具備品 キグビヒン		寄付備品 キフビヒン		204,938,038

						ソフトウェア		寄付ソフトウェア キフ		11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン		寄付電話加入権 キフデンワカニュウケン		4,041,576

						特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ				227,876,441

				(3)		その他固定資産 タコテイシサン

						器具備品 キグビヒン		研究用備品等 ケンキュウヨウビヒントウ		435,069,948

						ソフトウェア				22,053,107

						その他固定資産合計 タコテイシサンゴウケイ				457,123,055

						固定資産合計 コテイシサンゴウケイ						984,999,496

		資　産　合　計 シサンゴウケイ												1,464,117,812

		Ⅱ　負債の部 フサイブ

		１　流　動　負　債 リュウドウフサイ

				(1)		未　払　金 ミフツキン		備品購入・委託料等未払額 ビヒンコウニュウイタクリョウトウミハラガク		236,883,100

				(2)		都補助金返還金 トホジョキンヘンカンキン		東京都補助金返還額 トウキョウトホジョキンヘンカンガク		208,638,076

				(3)		預　り　金 アズカキン		住民税等未納額 ジュウミンゼイトウミノウガク		33,597,140

						流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ						479,118,316

		２　固　定　負　債 カタムサダムフサイ

		1				退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン				7,050,000

						固定負債合計 コテイフサイゴウケイ						7,050,000

		負  債  合  計 フサイゴウケイ												486,168,316

		正　味　財　産 セイアジザイサン												977,949,496
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4 財 産 目 録

（平成２０年　３月　３１日　現在）

(単位：円)

勘　　定　　科　　目 金　　　額

Ⅰ　資産の部

１　流　動　資　産

(1) 現　金　預　金

現金 291,378

普通預金 みずほ銀行公務第一部 455,624,913

みずほ銀行新宿新都心支店 6,111,583

みずほ銀行動坂支店 2,427,816

多摩信用金庫北山支店 950,312

昭和信用金庫八幡山支店 246,117

みずほ銀行動坂支店 外（科研費） 12,090,135

現金預金合計 477,742,254

(2) 未　収　金 産学連携等研究収入等未収額 1,376,062

流動資産合計 479,118,316

２　固　定　資　産

(1) 基　本　財　産

投資有価証券 東京都債 299,736,360

定期預金 みずほ銀行公務第一部 263,640

基本財産合計 300,000,000

(2) 特　定　資　産

退職給付引当資産 みずほ銀行公務第一部 7,050,000

器具備品 寄付備品 204,938,038

ソフトウェア 寄付ソフトウェア 11,846,827

電話加入権 寄付電話加入権 4,041,576

特定資産合計 227,876,441

(3) その他固定資産

器具備品 研究用備品等 435,069,948

ソフトウェア 22,053,107

その他固定資産合計 457,123,055

固定資産合計 984,999,496

資　産　合　計 1,464,117,812

Ⅱ　負債の部

１　流　動　負　債

(1) 未　払　金 備品購入・委託料等未払額 236,883,100

(2) 都補助金返還金 東京都補助金返還額 208,638,076

(3) 預　り　金 住民税等未納額 33,597,140

流動負債合計 479,118,316

２　固　定　負　債

1 退職給付引当金 7,050,000

固定負債合計 7,050,000

負  債  合  計 486,168,316

正　味　財　産 977,949,496

５


貸借対照表

		

		1				貸　借　対　照　表 カシシャクタイアキラヒョウ

						（平成２０年　３月　３１日　現在） ヘイセイネンツキヒゲンザイ

												（単位：円） タンイエン

		科　　　　　　　目 カメ						当年度 トウネンド		前年度 ゼンネンド		増　減 ゾウゲン

		Ⅰ				資　産　の　部 シサンブ

				1		流　動　資　産 リュウドウシサン

				(1)		現金預金 ゲンキンヨキン		477,742,254

				(2)		未収金 ミシュウキン		1,376,062

						流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ		479,118,316

				2		固　定　資　産 ガタマリサダムシサン

				(1)		基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン		299,736,360

						定期預金 テイキヨキン		263,640

						基本財産合計 キホンザイサンゴウケイ		300,000,000

				(2)		特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン		7,050,000

						器具備品 キグビヒン		204,938,038

						ソフトウェア		11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン		4,041,576

						特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ		227,876,441

				(3)		その他固定資産 タコテイシサン

						器具備品 キグビヒン		435,069,948

						ソフトウェア		22,053,107

						その他固定資産合計 タコテイシサンゴウケイ		457,123,055

						固定資産合計 コテイシサンゴウケイ		984,999,496

						資　　産　　合　　計 シサンゴウケイ		1,464,117,812

		Ⅱ				負　債　の　部 フサイブ

				1		流　動　負　債 リュウドウフサイ

				(1)		未払金 ミハライキン		236,883,100

				(2)		都補助金返還金 トホジョキンヘンカンキン		208,638,076

				(3)		預り金 アズカキン		33,597,140

						流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ		479,118,316

				2		固　定　負　債 カタムサダムフサイ

				(1)		退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン		7,050,000

						固定負債合計 コテイフサイゴウケイ		7,050,000

						負債合計 フサイゴウケイ		486,168,316

		Ⅲ				正 味 財 産 の 部 セイアジザイサンブ

				1		指 定 正 味 財 産 ユビサダムセイアジザイサン		520,826,441

						指定正味財産合計 シテイショウミザイサンゴウケイ		520,826,441

						（うち基本財産への充当額） キホンザイサンジュウトウガク		(300,000,000)

						（うち特定資産への充当額） トクテイシサンジュウトウガク		(220,826,441)

				2		一 般 正 味 財 産 イチパンセイアジザイサン		457,123,055

						正味財産合計 ショウミザイサンゴウケイ		977,949,496

						負債及び正味財産合計 フサイオヨセイアジザイサンゴウケイ		1,464,117,812

		(注) チュウ				新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。 シンカイケイキジュンテキヨウショネンドゼンネンドランゾウゲンランクウラン
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正味財産増減計算書

		

		2				正味財産増減計算書 ショウミザイサンゾウゲンケイサンショ

		（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） ヘイセイネンツキヒヘイセイネンツキヒ

												(単位：円） タンイエン

		勘　定　科　目 カンサダムカメ						当年度 トウネンド		前年度 ゼンネンド		増　　減 ゾウゲン

		Ｉ　一般正味財産増減の部 イッパンショウミザイサンゾウゲンブ

				１　経常増減の部 ケイジョウゾウゲンブ

				（１）経常収益 ケイジョウシュウエキ

						①基本財産運用益 キホンザイサンウンヨウエキ

						　基本財産受取利息 キホンザイサンウケトリリソク		6,618,152

						基本財産運用益　計 キホンザイサンウンヨウエキケイ		6,618,152

						②事業収益 ジギョウシュウエキ

						　産学連携等研究収益 サンガクレンケイトウケンキュウシュウエキ		403,756,756

						事業収益　計 ジギョウシュウエキケイ		403,756,756

						③受取補助金 ウトホジョキン

						　受取都補助金 ウケトリトホジョキン		3,544,485,924

						受取補助金　計 ウケトリホジョキンケイ		3,544,485,924

						④雑収益 ザツシュウエキ

						　受取利息 ウケトリリソク		3,647

						　雑収益 ザツシュウエキ		5,749,639

						雑収益　計 ザツシュウエキケイ		5,753,286

						⑤固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		85,916,890

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		2,219,957

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		88,136,847

						経常収益　計 ケイジョウシュウエキケイ		4,048,750,965

				（２）経常費用 ケイジョウヒヨウ

						①事業費 ジギョウヒ

						　職員費 ショクインヒ		2,151,849,916

						　研究費 ケンキュウヒ		578,197,969

						　研究事業費 ケンキュウジギョウヒ		835,779,874

						　普及事業費 フキュウジギョウヒ		16,711,211

						　備品減価償却費 ビヒンゲンカショウキャクヒ		235,696,894

						　ソフトウェア減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		8,610,770

						　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		4,530,000

						事業費　計 ジギョウヒケイ		3,831,376,634

						②管理費 カンリヒ

						　職員費 ショクインヒ		206,336,089

						　事務費 ジムヒ		32,427,765

						管理費　計 カンリヒケイ		238,763,854

						経常費用　計 ケイジョウヒヨウケイ		4,070,140,488

						当期経常増減額 トウキケイジョウゾウゲンガク		△ 21,389,523

				２　経常外増減の部 ケイジョウガイゾウゲンブ

				（１）経常外収益 ケイジョウガイシュウエキ

						①固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		65,672,327

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		1,829,921

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		67,502,248

						経常外収益　計 ケイジョウガイシュウエキケイ		67,502,248

				（２）経常外費用 ケイジョウガイヒヨウ

						①固定資産除却損 コテイシサンジョキャクソン

						　備品除却損 ビヒンジョキャクソン		67,369,037

						　ソフトウェア除却損 ジョキャクソン		2,815,451

						固定資産除却損　計 コテイシサンジョキャクソンケイ		70,184,488

						経常外費用　計 ケイジョウガイヒヨウケイ		70,184,488

						　当期経常外増減額 トウキケイジョウガイゾウゲンガク		△ 2,682,240

						当期一般正味財産増減額 トウキイッパンショウミザイサンゾウゲンガク		△ 24,071,763

						一般正味財産期首残高 イッパンショウミザイサンキシュザンダカ		481,194,818

						一般正味財産期末残高 イッパンショウミザイサンキマツザンダカ		457,123,055

		Ⅱ　指定正味財産増減の部 シテイショウミザイサンゾウゲンブ

						①固定資産受贈益 コテイシサンジュゾウエキ

						　備品受贈益 ビヒンジュゾウエキ		116,249,938

						　ソフトウェア受贈益 ジュゾウエキ		6,992,990

						固定資産受贈益　計 コテイシサンジュゾウエキケイ		123,242,928

						②基本財産運用益 キホンザイサンウンヨウエキ

						　受取利息 ウトリソク		6,618,152

						基本財産運用益　計 キホンザイサンウンヨウエキケイ		6,618,152

						③一般正味財産への振替額 イッパンショウミザイサンフリカエガク

						　一般正味財産への振替額 イッパンショウミザイサンフリカエガク		162,257,247

						一般正味財産への振替額　計 イッパンショウミザイサンフリカエガクケイ		162,257,247

						当期指定正味財産増減額 トウキシテイショウミザイサンゾウゲンガク		△ 32,396,167

						指定正味財産期首残高 シテイショウミザイサンキシュザンダカ		553,222,608

						指定正味財産期末残高 シテイショウミザイサンキマツザンダカ		520,826,441

		Ⅲ　正味財産期末残高 ショウミザイサンキマツザンダカ						977,949,496

		(注) チュウ				新会計基準適用初年度につき、前年度欄および増減欄は空欄としている。 シンカイケイキジュンテキヨウショネンドゼンネンドランゾウゲンランクウラン
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財務諸表に対する注記(1)

		3				財務諸表に対する注記 ザイムショヒョウタイチュウキ

				1		重要な会計方針 ジュウヨウカイケイホウシン

						(1)		有価証券の評価基準および評価方法 ユウカショウケンヒョウカキジュンヒョウカホウホウ

								満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。 マンキホユウモクテキサイケンショウキャクゲンカホウテイガクホウ

						(2)		固定資産の減価償却の方法 コテイシサンゲンカショウキャクホウホウ

								固定資産の減価償却は定額法により行っている。 コテイシサンゲンカショウキャクテイガクホウオコナ

						(3)		引当金の計上基準 ヒキアテキンケイジョウキジュン

								退職給与引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。 タイショクキュウヨヒキアテキンキマツタイショクキュウヨヨウシキュウガクソウトウキンガクケイジョウ

						(4)		リース取引の処理方法  

								所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に ショユウケンイテンガイトリヒキ

						　準じた会計処理によっている。

						(5)		消費税等の会計処理 ショウヒゼイトウカイケイショリ

								消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 ショウヒゼイトウカイケイショリゼイコホウシキ

				2		基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 キホンザイサンオヨトクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカ

						基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 キホンザイサンオヨトクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカツギ

				科　　　　目 カメ						前期末残高 ゼンキマツザンダカ				当期増加額 トウキゾウカガク				当期減少額 トウキゲンショウガク				当期末残高 トウキマツザンダカ

												円 エン				円 エン				円 エン				円 エン

				基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン				299,067,840				120,306,360				119,637,840				299,736,360

						定期預金 テイキヨキン				932,160				0				668,520				263,640

						小計 ショウケイ				300,000,000				120,306,360				120,306,360				300,000,000

				特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン				8,130,000				4,530,000				5,610,000				7,050,000

						器　具　備　品 ウツワグソナエシナ				240,277,317				116,249,938				151,589,217				204,938,038

						ソフトウェア				8,903,715				6,992,990				4,049,878				11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576												4,041,576

						小計 ショウケイ				261,352,608				127,772,928				161,249,095				227,876,441

						合計 ゴウケイ				561,352,608				248,079,288				281,555,455				527,876,441

				3		基本財産及び特定資産の財源等の内訳 キホンザイサンオヨトクテイシサンザイゲントウウチワケ

						基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 キホンザイサンオヨトクテイシサンザイゲントウウチワケツギ

				科　　　　目 カメ						当期末残高 トウキマツザンダカ				(うち指定正味財産からの充当額） シテイショウミザイサンジュウトウガク				(うち一般財源からの充当額） イッパンザイゲンジュウトウガク				(うち負債に
対応する額） フサイタイオウガク

												円 エン				円 エン				円 エン				円 エン

				基本財産 キホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン				299,736,360				299,736,360				0				-

						定期預金 テイキヨキン				263,640				263,640				0				-

						小計 ショウケイ				300,000,000				300,000,000				0				-

				特定資産 トクテイシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン				7,050,000				0				0				7,050,000

						器　具　備　品 ウツワグソナエシナ				204,938,038				204,938,038				0				-

						ソフトウェア				11,846,827				11,846,827				0				-

						電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576				4,041,576				0				-

						小計 ショウケイ				227,876,441				220,826,441				0				7,050,000

						合計 ゴウケイ				527,876,441				520,826,441				0				7,050,000
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財務諸表に対する注記 (2)

		4		固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカ

				固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカツギ

				科　　　　目 カメ				取得価額 シュトクカガク				減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				当期末残高 トウキマツザンダカ

										円 エン				円 エン				円 エン

				備　　　品 ビシナ				5,564,934,389				4,924,926,403				640,007,986

				ソフトウェア				59,069,085				25,169,151				33,899,934

				電話加入権 デンワカニュウケン				4,041,576				0				4,041,576

				合　　　　計 ゴウケイ				5,628,045,050				4,950,095,554				677,949,496

		5		満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカガクジカオヨヒョウカソンエキ

				満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカガクジカオヨヒョウカソンエキツギ

				科　　　　目 カメ				帳簿価額 チョウボカガク				時　　価 トキアタイ				評価損益 ヒョウカソンエキ

				東京都公募公債 トウキョウトコウボコウサイ						円 エン				円 エン				円 エン

				第584回 ダイカイ				119,769,700				122,568,000				2,798,300

				第620回 ダイカイ				59,994,750				62,569,680				2,574,930

				第648回 ダイカイ				119,971,910				125,208,000				5,236,090

				合　　　　計 ゴウケイ				299,736,360				310,345,680				10,609,320

		6		指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 シテイショウミザイサンイッパンショウミザイサンフリカエガクウチワケ

				指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 シテイショウミザイサンイッパンショウミザイサンフリカエガクウチワケツギ

				内　　　　容 ウチカタチ								金　　額 キンガク

				経常収益への振替額 ケイジョウシュウエキフリカエガク										円 エン

						基本財産運用益計上による振替額 キホンザイサンウンヨウエキケイジョウフリカエガク						6,618,152

						減価償却費計上による振替額 ゲンカショウキャクヒケイジョウフリカエガク						88,136,847

				経常外収益への振替額 ケイジョウガイシュウエキフリカエガク

						除却損計上による振替額 ジョキャクソンケイジョウフリカエガク						67,502,248

				合　　　　　　計 ゴウケイ								162,257,247

		7		ファイナンス・リース取引関係 トリヒキカンケイ

				(1)		　リース物件の取引価格相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額 ブッケントリヒキカカクソウトウガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨキマツザンダカソウトウガク																（単位：円） タンイエン

								車両運搬具 シャリョウウンパング				備　　品 ソナエシナ				ソフトウェア				合　　計 ゴウケイ

				取引価額相当額 トリヒキカガクソウトウガク				2,992,500				881,260,653				3,650,220				887,903,373

				減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク				798,000				547,602,678				2,519,055				550,919,733

				期末残高相当額 キマツザンダカソウトウガク				2,194,500				333,657,975				1,131,165				336,983,640

				(2)		　未経過リース料期末残高相当額 ミケイカリョウキマツザンダカソウトウガク																（単位：円） タンイエン

												１年以内 ネンイナイ				１年超 ネンコ				合　　計 ゴウケイ

				未経過リース料期末残高相当額 ミケイカリョウキマツザンダカソウトウガク								133,935,354				203,048,286				336,983,640

				(3)		　当期の支払リース料及び減価償却費相当額 トウキシハライリョウオヨゲンカショウキャクヒソウトウガク										（単位：円） タンイエン

				支払リース料 シハライリョウ				152,827,584

				減価償却相当額 ゲンカショウキャクソウトウガク				152,827,584

				(4)		　減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。 ゲンカショウキャクソウトウガクサンテイホウホウテイガクホウ

				(5)		　リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な ブッケンシュトクカガクソウトウガクサンテイアリョウソウガクリソクソウトウガクゴウリテキ

						見積額を控除しない方法によっている。 ミツモリガクコウジョホウホウ
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財産目録

		4				財 産 目 録 ザイサンメロク

		（平成２０年　３月　３１日　現在） ヘイセイネンツキヒゲンザイ

														(単位：円) タンイエン

		勘　　定　　科　　目 カンサダムカメ										金　　　額 キンガク

		Ⅰ　資産の部 シサンブ

		１　流　動　資　産 リュウドウシサン

				(1)		現　金　預　金 ウツツキンアズカリカネ

						現金 ゲンキン				291,378

						普通預金 フツウヨキン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイ1ブ		455,624,913

								みずほ銀行新宿新都心支店 ギンコウシンジュクシントシンシテン		6,111,583

								みずほ銀行動坂支店		2,427,816

								多摩信用金庫北山支店		950,312

								昭和信用金庫八幡山支店		246,117

								みずほ銀行動坂支店 外（科研費） ホカカケンヒ		12,090,135

						現金預金合計 ゲンキンヨキンゴウケイ				477,742,254

				(2)		未　収　金 ミオサムカネ		産学連携等研究収入等未収額 サンガクレンケイトウケンキュウシュウニュウトウミシュウガク		1,376,062

						流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ						479,118,316

		２　固　定　資　産 ガタマリサダムシサン

				(1)		基　本　財　産 モトホンザイサン

						投資有価証券 トウシユウカショウケン		東京都債 トウキョウトサイ		299,736,360

						定期預金 テイキヨキン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイイチブ		263,640

						基本財産合計 キホンザイサンゴウケイ				300,000,000

				(2)		特　定　資　産 トクサダムシサン

						退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン		みずほ銀行公務第一部 ギンコウコウムダイイチブ		7,050,000

						器具備品 キグビヒン		寄付備品 キフビヒン		204,938,038

						ソフトウェア		寄付ソフトウェア キフ		11,846,827

						電話加入権 デンワカニュウケン		寄付電話加入権 キフデンワカニュウケン		4,041,576

						特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ				227,876,441

				(3)		その他固定資産 タコテイシサン

						器具備品 キグビヒン		研究用備品等 ケンキュウヨウビヒントウ		435,069,948

						ソフトウェア				22,053,107

						その他固定資産合計 タコテイシサンゴウケイ				457,123,055

						固定資産合計 コテイシサンゴウケイ						984,999,496

		資　産　合　計 シサンゴウケイ												1,464,117,812

		Ⅱ　負債の部 フサイブ

		１　流　動　負　債 リュウドウフサイ

				(1)		未　払　金 ミフツキン		備品購入・委託料等未払額 ビヒンコウニュウイタクリョウトウミハラガク		236,883,100

				(2)		都補助金返還金 トホジョキンヘンカンキン		東京都補助金返還額 トウキョウトホジョキンヘンカンガク		208,638,076

				(3)		預　り　金 アズカキン		住民税等未納額 ジュウミンゼイトウミノウガク		33,597,140

						流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ						479,118,316

		２　固　定　負　債 カタムサダムフサイ

		1				退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン				7,050,000

						固定負債合計 コテイフサイゴウケイ						7,050,000

		負  債  合  計 フサイゴウケイ												486,168,316

		正　味　財　産 セイアジザイサン												977,949,496



&C５



東京都医学研究機構�
19貸借・財産・諸表（決算書用）.xls�



５　　収　支　計　算　書 

（単位：円）

当初予算額 補正・流用額 予算現額 決算額 差　異 備　　考

Ｉ　事業活動収支の部

１．事業活動収入

①　基本財産運用収入

　　基本財産利息収入 5,534,000 5,534,000 6,618,152 △ 1,084,152 基本財産の利子収入を計上

②　事業収入

　　産学連携等研究収入 346,863,000 70,000,000 416,863,000 403,756,756 13,106,244

③　補助金収入

　　都補助金収入 3,956,314,000 3,956,314,000 3,544,485,924 411,828,076

④　雑収入

　　受取利息収入 1,000 1,000 3,647 △ 2,647 運営資金の利子収入を計上

　　雑収入 9,752,000 9,752,000 5,749,639 4,002,361 光熱水費受入,特許実施料収入等を計上

　事業活動収入計 4,318,464,000 70,000,000 4,388,464,000 3,960,614,118 427,849,882

２．事業活動支出

①　事業費支出

　　職員費支出 2,431,828,000 2,431,828,000 2,157,459,916 274,368,084 研究所職員の人件費を計上

　　研究費支出 543,834,000 47,901,000 591,735,000 578,197,969 13,537,031
研究費を計上
1 プロジェクト研究費  250,603,514
2 産学連携等研究費    327,594,455

　　研究事業費支出 928,304,000 928,304,000 835,779,874 92,524,126

　　普及事業費支出 19,097,000 19,097,000 16,711,211 2,385,789

　事業費支出　合計 3,923,063,000 47,901,000 3,970,964,000 3,588,148,970 382,815,030

②　管理費支出

　　職員費支出 225,009,000 225,009,000 206,336,089 18,672,911

　　事務費支出 45,371,000 45,371,000 32,427,765 12,943,235 本部事務局の事務費を計上

　管理費支出　合計 270,380,000 0 270,380,000 238,763,854 31,616,146

　事業活動支出計 4,193,443,000 47,901,000 4,241,344,000 3,826,912,824 414,431,176

　　事業活動収支差額 125,021,000 22,099,000 147,120,000 133,701,294 13,418,706

Ⅱ　投資活動収支の部

１．投資活動収入

①　特定資産取崩収入

　　退職給付引当資産取崩収入 360,000 360,000 5,610,000 △ 5,250,000

②　固定資産売却収入

　　備品売却収入 0 0 1,588,126 △ 1,588,126

　投資活動収入計 360,000 0 360,000 7,198,126 △ 6,838,126

２．投資活動支出

①　特定資産取得支出

　　退職給付引当資産取得支出 6,000,000 6,000,000 4,530,000 1,470,000

②　固定資産取得支出 (新会計基準に基づく、予算の組替え）

　　備品購入支出 111,381,000 21,099,000 132,480,000 129,371,748 3,108,252

備品の購入経費を計上
1 プロジェクト研究費    46,667,842
2 産学連携等研究費 　   71,441,291
3 その他　　　　　　　　11,262,615

　　ソフトウェア購入支出 6,000,000 1,000,000 7,000,000 6,997,672 2,328

ソフトウェアの購入経費を計上
1 プロジェクト研究費     2,276,662
2 産学連携等研究費   　  4,721,010

　投資活動支出計 123,381,000 22,099,000 145,480,000 140,899,420 4,580,580

　　投資活動収支差額 △ 123,021,000 △ 22,099,000 △ 145,120,000 △ 133,701,294 △ 11,418,706

Ⅲ　予備費支出 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 予備費を計上

　　当期収支差額 0 0 0 0 0

　　前期繰越収支差額 0 0 0 0 0

　　次期繰越収支差額 0 0 0 0 0

注） 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、都補助金返還金及び預り金を含めることにしている。

固有研究職員退職給与引当金を計上

役員及び本部事務局職員の人件費を計
上

 （平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

科　　　　　　　　目

受託研究、共同研究等研究事業収入を
計上

研究事業及び管理運営の経費に対する
都補助金を計上

管理運営費及び建物維持管理費を計上
1 管理運営費         484,272,061
2 建物維持管理費     351,507,813

固有研究職員退職金支給による資産取
崩額を計上
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２　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目 前期末残高 当期末残高

現 金 預 金 606,439,081 477,742,254

未 収 金 5,522,755 1,376,062

合 計 611,961,836 479,118,316

未 払 金 294,041,462 236,883,100

都 補 助 金 返 還 金 293,228,339 208,638,076

預 り 金 24,692,035 33,597,140

合 計 611,961,836 479,118,316

次期繰越収支差額 0 0
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