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(単位:円)

資産の部

Ⅰ　固定資産

　有形固定資産

　　土地 3,360,000,000

　　建物 1,533,600

　　　減価償却累計額 △191,700 1,341,900

　　構築物 1,722,600

　　　減価償却累計額 △192,356 1,530,244

　　工具器具備品 88,611,080

　　　減価償却累計額 △50,304,912 38,306,168

　　図書 584,116,161

　　美術品・収蔵品 1,322,708,144

　　車両運搬具 975,660

　　　減価償却累計額 △176,512 799,148

　　建設仮勘定 5,389,200

　　有形固定資産合計 5,314,190,965

　無形固定資産

　　ソフトウェア 619,800

　　電話加入権 30,000

　　無形固定資産合計 649,800

　投資その他の資産

　　投資有価証券 273,494,865

　　長期性預金 10,000,000

　　投資その他の資産合計 283,494,865

　　　固定資産合計 5,598,335,630

Ⅱ　流動資産

　　現金及び預金 500,919,492

　　未収入金 32,897,999

　　立替金 74,238

　　仮払金 71,290

　　　流動資産合計 533,963,019

　　　　資産合計 6,132,298,649

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日)



2

(単位:円)

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 70,000,395

　　資産見返補助金等 6,653,596

　　資産見返寄附金 27,661,342

　　資産見返物品受贈額 522,391,611 626,706,944

　長期寄附金債務 424,956,311

　　　固定負債合計 1,051,663,255

Ⅱ　流動負債

　預り補助金等 1,773,135

　前受受託事業費等 34,014

  預り科学研究費補助金等 4,174,080

　未払金 189,752,043

　未払消費税等 433,100

　預り金 83,128,426

　　　流動負債合計 279,294,798

　　　　負債合計 1,330,958,053

純資産の部

Ⅰ　資本金

　地方公共団体出資金 3,360,000,000

　　　資本金合計 3,360,000,000

Ⅱ　資本剰余金

　資本剰余金 1,322,835,144

　　　資本剰余金合計 1,322,835,144

Ⅲ　利益剰余金

　積立金

　　教育研究の質の向上及び

　　組織運営の改善目的積立金 96,382,829

　当期未処分利益 22,122,623

  (うち当期総利益) (22,122,623 )

　　　利益剰余金合計 118,505,452

　　　　純資産合計 4,801,340,596

　　　　　負債純資産合計 6,132,298,649

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日)
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(単位:円)
経常費用

　業務費

　　教育経費 247,093,698

　　研究経費 56,178,506

　　教育研究支援経費 71,729,602

　　受託事業費 21,137,582

　　役員人件費 20,169,444

　　教員人件費 1,357,450,203

　　職員人件費 373,476,609 2,147,235,644

　一般管理費 167,746,725

　雑損 1,000

　経常費用合計 2,314,983,369

経常収益

　運営費交付金収益 1,514,411,646

　授業料収益 547,685,100

　入学金収益 130,528,400

　検定料収益 15,045,000

　受託事業等収益

　　国又は地方公共団体 13,465,602

　　国又は地方公共団体以外 7,671,980 21,137,582

　寄附金収益 9,537,516

　補助金等収益 30,354,889

　資産見返負債戻入

　　資産見返運営費交付金等戻入 11,008,085

　　資産見返寄附金戻入 2,074,026

　　資産見返補助金戻入 1,500,002

　　資産見返物品受贈額戻入 400,515 14,982,628

　雑益

　　証明書手数料収益 320,950

　　公開講座等収益 2,167,000

　　演奏会等収益 2,987,832

　　物品等売払収益 464,065

　　科学研究費補助金間接経費収益 7,776,501

　　大学入試センター試験事業収益 823,888

　　その他雑益 5,320,533 19,860,769

　経常収益合計 2,303,543,530

　　経常利益 △11,439,839

臨時利益

　運営費交付金収益 22,121,415 22,121,415

当期純利益 10,681,576

目的積立金取崩 11,441,047

当期総利益 22,122,623

損 益 計 算 書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)
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(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 △382,850,655

　　　人件費支出 △1,713,931,415

　　　その他の業務支出 △162,429,427

　　　雑損等 △1,000

　　　運営費交付金収入 1,505,361,000

　　　授業料収入 547,685,100

　　　入学金収入 130,528,400

　　　検定料収入 15,045,000

　　　受託事業等収入 18,762,600

　　　補助金等収入 27,797,770

　　　寄附金収入 12,786,149

　　　その他の収入 19,860,308

　　　預り金収支差額 4,416,436

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 23,030,266

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 △14,948,001

　　　定期預金の預け入れによる支出 △60,000,000

　　　定期預金の払い戻しによる収入 10,000,000

　　　有価証券の償還による収入 50,000,000

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △14,948,001

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　財務活動によるキャッシュ・フロー －

Ⅳ　資金増加額 8,082,265

Ⅴ　資金期首残高 402,837,227

Ⅵ　資金期末残高 410,919,492

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)
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(単位:円)

Ⅰ　当期未処分利益 22,122,623

　　当期総利益 22,122,623

Ⅱ　積立金振替額 96,382,829

　　教育研究の質の向上及び組織運営の改善
　　目的積立金

96,382,829

Ⅲ　利益処分額

　　積立金 118,505,452

利益の処分に関する書類（案）
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(単位:円)

Ⅰ　業務費用

　(１)損益計算書上の費用

　　　業務費 2,147,235,644

　　　一般管理費 167,746,725

　　　雑損 1,000 2,314,983,369

　(２)(控除)自己収入等

　　　授業料収益 △547,685,100

　　　入学金収益 △130,528,400

　　　検定料収益 △15,045,000

　　　受託研究等収益 △21,137,582

　　　寄附金収益 △9,537,516

　    資産見返寄附金戻入 △2,074,026

　    雑益 △12,084,268 △738,091,892

　　　業務費用合計 1,576,891,477

Ⅱ　引当外賞与増加(減少)見積額 △600,910

Ⅲ　引当外退職給付増加(減少)見積額 △71,803,118

Ⅳ　機会費用

　　　地方公共団体所有財産の無償使

　　　用による機会費用 404,216,155

　　　地方公共団体出資の機会費用 1,969,741 406,185,896

Ⅴ　行政サービス実施コスト 1,910,673,345

行政サービス実施コスト計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)
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重要な会計方針

　　当事業年度より，「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」（平成

　２９年３月３１日総務省告示第１１７号改訂）及び「「地方独立行政法人会計基準」及び「地

　方独立行政法人会計基準注解」に関するＱ＆Ａ」（総務省自治行政局，総務省自治財政局，日

　本公認会計士協会　平成２９年５月改訂）を適用して，財務諸表等を作成しています。

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ます。

　　なお，退職一時金に充当される運営費交付金については，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，設立団体から承継した固定資産

　　については，承継時の残存耐用年数で減価償却しています。主な資産の耐用年数は以下のと

　　おりです。

　　　建物　１０年

　　　構築物　１５年

　　　工具器具備品　５年～１５年

　　　車両運搬具　６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)に基づ

　　いて償却しています。

３　引当金の計上基準

　(１)賞与引当金及び見積額の計上基準

　　　賞与については，運営費交付金による財源措置がなされるため，賞与引当金は計上してい

　　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(減少)見積額は，当事業年

　　度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した金額を計上しています。

　(２)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，運営費交付金による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。

　　　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(減少)見積額は，地方

　　独立行政法人会計基準第８７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(減少)額を計上しています。

４　有価証券の評価基準及び評価方法

　　満期保有目的債券

　　　償却原価法(定額法)により評価しています。
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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)地方公共団体所有資産の無償使用による機会費用の計算方法

　　　京都市公有財産及び物品条例等を参考に使用料を計算しています。

　(２)地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

　　　１０年利付国債の平成３０年３月末利回りを参考に０．０４３％で計算しています。

６　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，税込方法によっています。

注記事項

１　貸借対照表関係

　(１)運営費交付金から充当されるべき賞与見積額 103,391,227円

　(２)運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 1,054,669,443円

　(設立団体からの派遣職員に対する退職給付の見積額については，上記金額から除いています。)

２　キャッシュ・フロー計算書関係

　(１)資金の期末残高と貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定 500,919,492

定期預金 △90,000,000

資金期末残高 410,919,492

　(２)重要な非資金取引

　　　現物寄附による固定資産の取得

図書 4,655,414円

美術品・収蔵品 10,595,002円

合計 15,250,416円

３　行政サービス実施コスト計算書関係

　(１)引当外賞与増加(減少)見積額の中には，設立団体からの派遣職員に係る△521,805円 が含まれてい

　　ます。

　(２)引当外退職給付増加(減少)見積額の中には，設立団体からの派遣職員に係る9,789,020円 が含ま

　　れています。

　(３)機会費用の内訳

　　機会費用はすべて設立団体に係るものです。

４　重要な債務負担行為

　　該当する事項はありません。

５　重要な後発事象

　　該当する事項はありません。
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６　金融商品の時価等に関する事項

　(１)金融商品の状況に関する事項

　　資金運用については，地方独立行政法人法４３条に基づき，預金，国債，地方債及び

　政府保証債等に限定しています。

　　未収入金は，契約等に従ってリスク管理を行っています。

　(２)金融商品の時価等の開示

　　期末日における貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，次のとおりです。

(単位：円)

貸借対照表計上額※ 時 価 ※ 差 額 ※

(１)投資有価証券 273,494,865 326,163,600 52,668,735 

(２)長期性預金 10,000,000 10,047,493 47,493 

(３)現金及び預金 500,919,492 500,919,492 -

(４)未収入金 32,897,999 32,897,999 -

(５)未払金 (189,752,043) (189,752,043) -

※負債に計上されているものについては，（　）で示しています。

(注)金融商品の時価の算定方法

　(１)投資有価証券

　　取引金融機関から提示された価格によっています。

　(２)長期性預金

　　元利金の合計額を同様の新規預金を行った場合に想定される利率で割り引いて算

　定しています。

　(３)現金及び預金，(４)未収入金，(５)未払金

　　これらは短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該

　帳簿価格によっています。

７　賃貸等不動産の時価等に関する事項

　　該当する事項はありません。
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附属明細書

(１)固定資産の取得及び処分，減価償却費(「第85　特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89　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

(単位:円)

建物 1,533,600 - - 1,533,600 191,700 153,360 － － － 1,341,900

構築物 1,722,600 - - 1,722,600 192,356 115,414 － － － 1,530,244

工具器具
備品

82,290,613 6,320,467 - 88,611,080 50,304,912 14,153,192 － － － 38,306,168

車両運搬
具

975,660 - - 975,660 176,512 162,935 － － － 799,148

建設仮勘
定

- 5,389,200 - 5,389,200 - - － － － 5,389,200

図書 573,476,016 10,754,272 114,127 584,116,161 - - － － － 584,116,161

計 659,998,489 22,463,939 114,127 682,348,301 50,865,480 14,584,901 － － － 631,482,821

土地 3,360,000,000 - - 3,360,000,000 - - － － － 3,360,000,000

美術品・
収蔵品

1,311,541,917 11,166,227 - 1,322,708,144 - - － － － 1,322,708,144

計 4,671,541,917 11,166,227 - 4,682,708,144 - - － － － 4,682,708,144

土地 3,360,000,000 - - 3,360,000,000 - - － － － 3,360,000,000

建物 1,533,600 - - 1,533,600 191,700 153,360 － － － 1,341,900

構築物 1,722,600 - - 1,722,600 192,356 115,414 － － － 1,530,244

工具器具
備品

82,290,613 6,320,467 - 88,611,080 50,304,912 14,153,192 － － － 38,306,168

車両運搬
具

975,660 - - 975,660 176,512 162,935 － － － 799,148

建設仮勘
定

- 5,389,200 - 5,389,200 - - － － － 5,389,200

図書 573,476,016 10,754,272 114,127 584,116,161 - - － － － 584,116,161

美術品・
収蔵品

1,311,541,917 11,166,227 - 1,322,708,144 - - － － － 1,322,708,144

計 5,331,540,406 33,630,166 114,127 5,365,056,445 50,865,480 14,584,901 － － － 5,314,190,965

ソフト
ウェア

22,860,050 - 11,975,250 10,884,800 10,265,000 283,600 － － － 619,800

電話加入
権

30,000 - - 30,000 - - － － － 30,000

計 22,890,050 - 11,975,250 10,914,800 10,265,000 283,600 － － － 649,800

投資有価
証券

273,053,368 441,497 - 273,494,865 - - － － － 273,494,865

長期性預
金

40,000,000 - 30,000,000 10,000,000 - - － － － 10,000,000

計 313,053,368 441,497 30,000,000 283,494,865 - - － － － 283,494,865

当期
損益
外

当期
償却額

摘要

減価償却累計額 減損損失累計額

差引
当期末残高

当期
損益
内

投資そ
の他の
資産

非償却
資産

有形固
定資産
合計

無形固
定資産

資産の種類 期首残高

有形固
定資産
(特定償
却資産
以外)

当期増加額
当期

減少額
期末残高
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(２)たな卸資産の明細

　　該当事項はありません。

(３)無償使用市有財産等の明細

校舎敷地 2,233.92 3,236,950
門扉，柵を
含む

小　計 2,233.92 3,236,950

本部棟 7,936.13 46,545,557

音楽棟 3,060.69 22,472,312

アトリエ棟 7,725.86 31,038,613

染織棟 2,066.65 10,729,643

彫刻棟 1,481.82 7,692,952

陶芸棟 1,225.04 6,358,884

新研究棟 4,900.95 132,900,296

講堂 1,587.59 17,957,101

体育館 1,385.47 7,666,672

大学会館 2,349.03 101,808,031

設備棟 1,537.20 3,230,257
倉庫等を含
む

教室(校舎) 2,433.00 12,578,887

小　計 37,689.43 400,979,205

39,923.35 404,216,155

(４)有価証券の明細

　投資その他の資産として計上された有価証券 (単位:円)

取得価額 券面総額
貸借対照表

計上額
当期損益に含ま
れた評価差額

270,911,200 280,000,000 273,494,865 －

(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)引当金の明細

　該当事項はありません。

(８）公立大学法人債の明細

　該当事項はありません。

摘　要

京都市西京区大枝沓掛町14
番地26ほか

鉄筋コンクリート造
地上2階

第9回利付国債

満期保有
目的債券

種類及び銘柄

合　計

鉄筋コンクリート造
地上1階

京都市西京区大枝沓掛町13
番地6

建　物

土地

構　造

京都市西京区大枝沓掛町14
番地26他

区　分 所　在　地種　別 摘　要

鉄筋コンクリート造
地上3階

面積(㎡)

鉄筋コンクリート造
地上8階

鉄筋コンクリート造
地上1階

－

鉄筋コンクリート造
地上2階
鉄筋コンクリート造
地上3階地下1階

鉄筋コンクリート造
地上2階

鉄筋コンクリート造
地上2階

鉄筋コンクリート造
地上3階
鉄筋コンクリート造
地上4階

鉄筋コンクリート造
地上4階地下2階

機会費用
の金額(円)
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(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。

(11)資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

3,360,000,000 - - 3,360,000,000

3,360,000,000 - - 3,360,000,000

1,216,341,163 - - 1,216,341,163

4,166,404 571,225 - 4,737,629

91,161,350 10,595,002 - 101,756,352

1,311,668,917 11,166,227 - 1,322,835,144

(12)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

積立金の明細 (単位:円)

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

103,168,008 4,655,868 11,441,047 96,382,829

103,168,008 4,655,868 11,441,047 96,382,829

目的積立金の取崩しの明細 (単位:円)

金額

取崩 11,441,047

(13)運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

　運営費交付金債務 (単位:円)

平成28年度 41,545,320 - 41,545,320 - - - 41,545,320 -

平成29年度 - 1,505,361,000 1,472,866,326 9,802,034 571,225 22,121,415 1,505,361,000 -

合計 41,545,320 1,505,361,000 1,514,411,646 9,802,034 571,225 22,121,415 1,546,906,320 -

　運営費交付金収益 (単位:円)

平成28年度
交付分

平成29年度
交付分

合計

- 1,381,524,741 1,381,524,741

41,545,320 91,341,585 132,886,905

- 22,121,415 22,121,415

41,545,320 1,494,987,741 1,536,533,061

摘　要

摘要

教育研究の質の向上及び組織運営の改善目的積立金

区分

計

教育研究の質の向上及び組織運営の改善目的積
立金

(注)　当期増加額は，前年度の利益処分によるものです。当期減少額は，当該積立金の使途に沿った使用によるものです。

費用発生による

(注)

摘　要

(注)

区　分

資本金
地方公共団体出資金

計

資本剰余金

合計

期首残高交付年度
交付金

当期交付額

地方公共団体からの贈与

計

寄附による取得

運営費交付金による取得

業務等区分

会計基準第79第3項
による振替額

費用進行基準

期間進行基準

区　分

(注)　美術品・収蔵品の取得です。

(注)

期末残高運営費交付金
収益

資産見返
運営費交付金

資本剰余金 臨時利益 小　計

当期振替額
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(14)地方公共団体等からの財源措置の明細

(単位:円)

資産見返補助金 預り補助金 資本剰余金 収益計上

- 26,524,254 - - - 26,524,254

- 300,000 - - - 300,000

- 1,500,000 1,500,000 - - -

- 500,000 - - - 500,000

- 200,000 - - - 200,000

- 1,000,000 - 1,000,000 - -

- 959,000 - - - 959,000

- 100,000 - - - 100,000

- 1,200,000 - 600,000 - 600,000

- 298,293 - - - 298,293

- 300,000 - - - 300,000

569,342 177,135 - 173,135 - 573,342

569,342 33,058,682 1,500,000 1,773,135 - 30,354,889

(15)役員及び教職員の給与の明細

(単位:円,人)

支給人員 支給人員

常勤 1 -

非常勤 2 -

計 3 -

常勤 138 7

非常勤 195 -

計 333 7

常勤 139 7

非常勤 197 -

計 336 7

　(注１)役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

　　　　役員に対する報酬及び退職手当については，「公立大学法人京都市立芸術大学役

　　　　員報酬等規程」に基づき支給しています。

　(注２)教職員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

　　　　教職員に対する報酬及び退職手当については，「公立大学法人京都市立芸術大学

　　　　職員就業規則」，「公立大学法人京都市立芸術大学職員給与規程」，「公立大学

　　　　法人京都市立芸術大学退職手当支給規程」に基づき支給しています。

　(注３)支給人員は，平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの平均支給人員

　　　　数としています。退職給付には総支給人員を記載しています。

　(注４)上記金額には，法定福利費及び受託研究費に含まれる非常勤人件費は含まれてい

　　　　ません。

(16)開示すべきセグメント情報

　当法人は単一セグメントにより事業を行っているため，記載を省略します。

132,886,905

-

1,431,729,320 132,886,905

報酬又は給与 退職手当

支給額

-

-

-

132,886,905

-

132,886,905

18,303,165

1,176,467,499

236,958,656

1,413,426,155

合計

ジュネーブ音楽院

1,194,645,544

237,083,776

125,120

合計

教職員

京都ライオンズクラブ

メトロポリタン東洋美術研究センター

支給額

18,178,045

役員

区　分

当期振替額
区分

文化庁

公益財団法人ﾛｰﾑﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

長谷福祉会

当期交付額

独立行政法人日本芸術文化振興会

公益財団法人青山財団

公益財団法人東芝国際交流財団

公益財団法人花王芸術・科学財団

公益財団法人朝日新聞文化財団

公益財団法人吉野石膏美術振興財団

預り補助金等
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(17)寄附金の明細

(単位:円)

当期受入額 件　数

4,078,821 5   

300,000 1   

3,637,328 195   

4,750,000 15   

4,655,414 3,105   

10,595,002 30   

1,932,171 10   

20,000 1   

29,968,736 3,362   

(18)受託研究の明細

　該当事項はありません。

(19)共同研究の明細

　該当事項はありません。

(20)受託事業の明細

(単位:円)

期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

- 7,671,980 7,671,980 -

8,401,634 5,097,982 13,465,602 34,014

8,401,634 12,769,962 21,137,582 34,014

(21)科学研究費補助金の明細

(単位:円)

当期受入額 件　数

(1,100,000)
330,000 

(5,891,670)
1,797,501 

(13,280,000)
3,984,000 

(2,700,000)
810,000 

(850,000)
255,000 

(2,000,000)
600,000 

(25,821,670)
7,776,501 

(注)　間接経費相当額を記載し，直接経費相当額については，外数として括弧内に記載しています。

摘　要

45   

基盤研究(A)

基盤研究(B)

2   

3   

基盤研究(C)

合計

区　分

25   

合計

国又は地方公共団体以外

合計

研究活動スタート

種　目

若手研究(B)

挑戦的萌芽 2   

4   

9   

国又は地方公共団体

摘　要

現物寄附(管理物品等)

区　分

芸術教育振興基金及び奨学基金運用益

サイレントアクア実行委員会

京芸友の会

現物寄附(図書)

のれん百人衆

現物寄附(美術品収蔵品)

その他
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(22)業務費及び一般管理費の明細
(単位:円)

教育経費

　消耗品費 28,870,349

　管理物品費 3,707,727

　印刷製本費 7,153,667

　水道光熱費 62,821,746

　旅費交通費 3,039,218

　通信運搬費 4,595,316

　賃借料 48,152,852

　保守費 1,473,552

　修繕費 5,243,729

　損害保険料 68,861

　諸会費 310,500

　会議費 188,079

　報酬・委託・手数料 37,194,995

　奨学費 30,123,950

　減価償却費 13,000,596

　雑費 1,148,561 247,093,698

研究経費

　消耗品費 16,838,362

　管理物品費 6,432,004

　印刷製本費 987,563

　旅費交通費 8,937,996

　通信運搬費 252,548

　賃借料 639,852

　車両燃料費 1,007

　保守費 95,677

　修繕費 604,762

　諸会費 461,905

　会議費 55,000

　報酬・委託・手数料 19,768,943

　減価償却費 929,870

　雑費 173,017 56,178,506

教育研究支援経費

　消耗品費 7,055,844

　管理物品費 562,680

　印刷製本費 4,881,339

　水道光熱費 2,132,312

　旅費交通費 1,994,536

　通信運搬費 2,808,743

　賃借料 9,136,306

　車両燃料費 764

　修繕費 1,533,708

　損害保険料 85,570

　諸会費 182,200

　報酬・委託・手数料 40,833,751

　減価償却費 351,750

　図書費 114,127

　雑費 55,972 71,729,602
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(22)業務費及び一般管理費の明細　続き
(単位:円)

受託事業費 21,137,582

役員人件費

　報酬 13,189,520

　賞与 5,113,645

　法定福利費 1,866,279 20,169,444

教員人件費

　常勤教員人件費

　　給料 672,987,781

　　賞与 256,733,439

　　退職給付費用 132,886,905

　　法定福利費 139,936,023 1,202,544,148

　非常勤教員人件費

　　給料 154,401,717

　　法定福利費 504,338 154,906,055 1,357,450,203

職員人件費

　常勤職員人件費

　　給料 188,995,056

　　賞与 57,751,223

　　法定福利費 37,157,746 283,904,025

　非常勤職員人件費

　　給料 73,696,769

　　賞与 8,860,170

　　法定福利費 7,015,645 89,572,584 373,476,609

一般管理費

　消耗品費 13,069,466

　管理物品費 2,449,684

　印刷製本費 3,083,809

　水道光熱費 12,974,633

　旅費交通費 2,040,283

　通信運搬費 8,766,315

　賃借料 1,713,667

　車両燃料費 84,564

　保守費 2,676,348

　修繕費 16,528,979

　損害保険料 305,567

　諸会費 2,422,500

　会議費 87,200

　報酬・委託・手数料 98,334,288

　減価償却費 586,285

　租税公課 467,300

　雑費 2,155,837 167,746,725

雑損

　雑損 1,000 1,000

2,314,983,369
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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

　現金及び預金の明細 (単位:円)

区　分 金　額 備　考

現金 732,269

預金 500,187,223

計 500,919,492

　資産見返物品受贈額の明細 (単位:円)

区　分 金　額 備　考

工具器具備品 1,272,738

図書 521,118,873

計 522,391,611

(注)　上記は全て設立時の無償譲与により取得したものです。

　長期寄附金債務の明細 (単位:円)

区　分 金　額 備　考

芸術教育振興基金 368,991,399

奨学基金 30,141,746

施設整備基金 11,000,000

京芸友の会 9,398,571

のれん百人衆 3,435,025

その他 1,989,570

計 424,956,311

　未払金の明細 (単位:円)

区　分 金　額 備　考

資産購入 913,163

人件費 111,153,992

業務費 34,090,293

一般管理費 37,495,584

その他 6,099,011

計 189,752,043

(24)関連公益法人等の概要等

　該当事項はありません。
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