
事 務 連 絡

平成１５年３月１２日

各 国 立 大 学 事 務 局 長

各大学共同利用機関管理局（部）長 殿

文部科学省大臣官房会計課総務班

「 国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」「

について（送付及び照会）

文部科学省においては、国立大学法人等に適用する会計基準等について、外部有識者に

よる「国立大学法人」会計基準等検討会議を設置し検討を行って参りましたが、今般、同

「「 」 「 」 」検討会議において 国立大学法人会計基準 及び 国立大学法人会計基準注解 報告書

（以下「報告書」という ）がとりまとめられましたので、参考資料とともに送付致しま。

す。

国立大学法人等に適用する会計基準は、本報告書を基に、国立大学等の法人への移行時

に、文部科学省令により定めることとしております。

なお 「 国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針、「

（案 （平成１４年８月２２日 「国立大学法人」会計基準等検討会議）の改訂を行う予）」

定ですが、その検討の際の資料とするため、本報告書に対する質問を下記により御提出下

さるようお願い致します。

記

１．作成調書

別紙様式： 国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書に対「

する質問

２．提出期限等

提出期限：平成１５年３月２８日（金）午後２時 必着

提出方法：電子メール添付ファイル（止むを得ない場合はＦＡＸ）

問い合わせ及び提出先

文部科学省大臣官房会計課総務班 猿渡・菅原
E-mail yasuhiro@mext.go.jp
TEL 代表 03(5253)4111 内線 (3081)(3084)

直通 03(3581)7476
FAX 03(5511)0871



（別紙様式）

「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書に対する質問

（○枚目／×枚中）

大学等名

条 号 質 問 内 容

（作成要領）

１ 「条号」欄には 「第１ 「第２．１ 「＜注１＞ 「＜注１＞２」等と記入すること。． 、 」 」 」

２ 「質問内容」欄は、簡潔明瞭に記入すること。．

３．質問内容については 「報告書」が直接言及していないものであっても、会計実務に関す、

る具体的な取扱いに係るものであれば挙げられたい。

４．本様式については、Ａ４縦とし、MS／Word又は一太郎により作成すること。字の大きさ

は10.5ポイント、字体はMSゴシックによること。



（参考１）

「 独立行政法人会計基準」び「独立行政法人会計基準注解 」との主な相違点「 」

「 国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」では、国立「
大学法人等の次のような特性を踏まえ 「 独立行政法人会計基準」び「独立行政法人会、「
計基準注解 」に追加、修正等を行っている。」

（１）主たる業務内容が教育・研究であること
（２）学生納付金や附属病院収入等の固有かつ多額の収入を有すること
（３）同種の法人が多数設立されることから、国立大学法人間における一定の

統一的取扱いが必要とされること
各特性に応じた具体的な修正点等は次のとおり。

（１）主たる業務内容が教育・研究であること
①一定の企画立案機能
⇒＜注１＞真実性の原則について（Ｐ１）
＜注６＞資本取引・損益取引区分の原則について（Ｐ３）

②損益計算書における教育・研究等の業務費の目的別分類による表示
⇒「第６２ 損益計算書の様式 （Ｐ２９）」

③収益化の進行基準に、原則として期間進行基準を採用
⇒「第７７ 運営費交付金等の会計処理 （Ｐ４２）」

④教育・研究に特徴的な資産の取扱い
⇒「第１０ 有形固定資産 （Ｐ５）」
＜注３１＞図書の評価方法について（Ｐ１９）
＜注３２＞美術品・収蔵品の評価方法について（Ｐ１９）

（２）学生納付金や附属病院収入等の固有かつ多額の収入を有すること
・授業料の負債計上
⇒「第１６ 流動負債 （Ｐ８）」
「第７７ 運営費交付金等の会計処理 （Ｐ４２）」
＜注５０＞運営費交付金等の会計処理について（Ｐ４３）

（３）同種の法人が多数設立されることから、国立大学法人間における一定の統一的取
扱いが必要とされること

①セグメント情報の開示区分の原則統一化
⇒＜注３３＞セグメント情報の開示について（Ｐ２０）

②たな卸資産等の評価方法の原則統一化
⇒「第３０ たな卸資産の評価方法 （Ｐ１４）」
＜注２１＞たな卸資産の貸借対照表価額について（Ｐ１４）



（参考２）

「報告書」と「中間報告」との主な相違点

１ 「 独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解 （改訂版 （以下「改．「 」 ）」

定版」という ）に係る修正等。

①「改訂版」の修正等と同様の修正等

＜注８＞繰延資産について（Ｐ４）

「第１２ 投資その他の資産 （Ｐ６）」

＜注１２＞民間出えん金について（Ｐ１０）

＜注１８＞機会費用について（Ｐ１２）

＜注２２＞時価について（Ｐ１５）

＜注２３＞償却原価法について（Ｐ１５）

＜注２４＞満期保有目的の債券とその他の有価証券との区分（Ｐ１５）

＜注２５＞満期保有目的の債券の保有目的の変更について（Ｐ１５）

「第３４ 外貨建取引の会計処理 （Ｐ１６）」

＜注２６＞取引発生時の為替相場について（Ｐ１７）

＜注２７＞外国通貨による記録について（Ｐ１７）

「第３５ 退職給付引当金の計上方法 （Ｐ１７）」

＜注２８＞退職給付の総額のうち期末までに発生していると認められる額（Ｐ１８）

＜注２９＞割引率について（Ｐ１８）

＜注３０＞簡便法による退職給付債務の見積について（Ｐ１８）

「第７９ 補助金等の会計処理 （Ｐ４４）」

「第８４ 退職給付に係る会計処理 （Ｐ４７）」

「第１２章 連結財務諸表 （Ｐ４９）」

②「改訂版」の修正等を一部変更した修正等

「第１２ 投資その他の資産 （Ｐ６ ：貸付金の種類が限定されるため修正」 ）

「第３２ 貸付金等の貸借対照表価額 （Ｐ１６ ：貸倒引当金債権の引当基準の統一化」 ）

「第５１ 資産の表示項目 （Ｐ２２ ：貸付金の種類が限定されるため修正」 ）

２．その他検討会議における検討結果を踏まえた修正等

・資産見合剰余金の取扱いの取り止め

＜注１１ 資本剰余金を計上する場合について＞（Ｐ１０）

「第５４ 資本の表示項目 （Ｐ２４）」



「第５９ 損益計算書科目の分類 （Ｐ２９）」

「第６８ 利益の処分に関する書類の科目 （Ｐ３６）」

「第８３ 特定の償却資産の減価に係る会計処理 （Ｐ４６）」

※「改訂版」の修正等のうち、次の事項については国立大学法人等に明らかに適用されな

いため、修正等を反映させていない。

「第１５ 固定負債 （Ｐ８ ：恩給負担金、整理資源に係る債務」 ）

「第２４ 国立大学法人業務実施コスト項目 （Ｐ１１ ：地方公共団体からの出資」 ）

＜注１７ 国立大学法人業務実施コスト計算における損益計算上の費用及び控除すべき収益の範

囲について＞（Ｐ１２ ：法令に基づく引当金等）

「第３０ たな卸資産の評価方法 （Ｐ１４ ：販売用不動産」 ）

「第３５ 法人税等の期間配分に係る会計処理」

「第３６ 原価計算の基準」

「第３７ 責任準備金の計上基準」

「第３５ 退職給付引当金の計上方法 （Ｐ１７ ：恩給負担金、整理資源に係る債務」 ）

「第７２ 表示区分 （Ｐ３８ ：地方公共団体からの出資」 ）

＜注４５ 機会費用計算の注記について＞（Ｐ３９ ：地方公共団体からの出資）

「第７５ 附属明細書 （Ｐ４０ ：法令に基づく引当金等」 ）

＜注４６＞附属明細書による開示について（Ｐ４１ ：備蓄資産、債務補償基金等）

「第７９ 補助金等の会計処理 （Ｐ４４ ：販売用不動産」 ）

「第８０ 事後に財源措置が行われる特定の費用に係る会計処理 （Ｐ４５ ：貸倒引当金」 ）

「第８４ 退職給付に係る会計処理 （Ｐ４７ ：恩給負担金、整理資源」 ）

「第８８ 法令に基づく引当金等」

「第１２章 区分経理の会計処理 ：法律上の区分経理」

注） は 「独立行政法人会計基準」における条号であり、国立大学法人会計基準（報告書）に、

おいては、全面的に削除されている。



（参考３）

今後の予定

１５年３月３日 ●「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」改訂

３月５日 ◎「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準」報告書策定

３月末 ●「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」Ｑ＆Ａ

策定

１５年４月

５月目処 ◎「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準」報告書（実

務指針）策定

（時期未定） ●「独立行政法人に対する会計監査人の監査基準」策定

（時期未定） ◎「国立大学法人に対する会計監査人の監査基準 （仮称）策定」

１６年３月末 ・文部科学省令において、国立大学法人に適用となる会計基準を策定


