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○ 平成２２年度（第１期事業年度）財務諸表の概要について

１ はじめに

本法人は、平成２２年４月に地方独立行政法人方に基づく地方独立行政法人となり、

今回、平成２３年９月９日付けで、平成２２年度決算に係る財務諸表について、設置者

である北海道知事から承認されましたので、ここに公表いたします。

今回の決算は、地方独立行政法人となって初めての決算であり、財務諸表は、企業会

計原則を基本にしつつ、地方独立行政法人特有の会計制度を加味した「地方独立行政法

人会計基準」に基づき作成したものです。

（注）財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する

書類、行政サービス実施コスト計算書及び附属明細書で構成しています。

２ 財務諸表の概要

（１）財政状況

財政状況は、貸借対照表によりすべての資産、負債及び純資産を表示しています。

平成２３年３月３１日現在における財政状況は次のとおりです。

（資産）

資産の合計額は、約３４９億４千万円で、うち、土地、建物、工具器具備品等の

固定資産が約３１５億８千万円、現金及び預金等の流動資産が約３３億６千万円で

す。

（負債）

負債の合計額は、約１００億８千万円で、うち、資産見返負債、長期預り補助金

等の固定負債が約７８億６千万円、未払金等の流動負債が約２２億２千万円です。

（純資産）

純資産の合計額は、約２４８億６千万円で、うち、北海道からの出資金である資

本金が約２５４億３千万円、資本剰余金が約▲１４億７千万円、利益剰余金が約９

億円です。

（２）運営状況

運営状況は、損益計算書により、一会計期間に属する本法人のすべての費用とこれ

に対応するすべての収益を表示しています。
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平成２２年度における運営状況は、次のとおりです。

（費用）

経常費用は、約１５６億１千万円で、主なものとして研究経費・受託研究費で約

４０億８千万円、人件費が約１０１億７千万円です。

（収益）

経常収益は、約１６５億１千万円で、主なものとして、北海道から交付された運

営費交付金の収益が約１３４億４千万円、受託研究等の収益が約１２億３千万円で

す。

（損益）

経常収益から経常費用を差し引いた経常利益は、約９億円です。

経常利益の主な要因は、研究経費や維持管理経費の効率的な執行に努めたことな

どによるものです。

（臨時損失・臨時利益）

臨時利益は、約５億３千万円で、内訳は北海道から承継した物品の受贈益です。

臨時損失は、約５億３千万円で、内訳は北海道から承継した消耗品の除却損です。

（総利益）

当期総利益は、約９億円です。

当期総利益約９億円のうち企業会計上生じる、現金の裏付けのない利益約４百万

円を除き、経営努力の結果として中期計画で定めた使途に充てるための「業務運営

の質の向上及び組織運営の改善目的積立金」に積み立てることとして、今回、北海

道知事の承認を受けております。

３ おわりに

今後も、透明性の高い経営に努め経営効率の改善を進めながら、本法人の総力を結集

し、幅広い領域における研究や技術支援等の推進に努め、未来に向けて夢のある北海道

づくりに貢献する取り組みを進めて参りますので、今後ともご支援とご理解を賜ります

ようお願いいたします。



○平成２２年度（第１期事業年度）財務諸表の要約

31,578 7,863

31,464 資産見返負債 7,433 ※１）

土地 6,599 長期預り補助金等 337

建物 17,337 長期寄附金債務 2

構築物 4,040 長期前受受託研究費等 2

機械装置 307 長期未払金 89

船舶 758 2,221

車両運搬具 21 運営費交付金債務 267

工具器具備品 2,403 預り補助金等 152 ※２）

114 寄附金債務 5 ※３）

ソフトウェア 114 前受受託研究費等 16

その他 0 未払金（※７） 1,658 ※４）

3,362 その他 124

2,917 10,084

432

8

3 25,426 ※５）

1 ▲ 1,467 ※６）

897

当期未処分利益 897

24,856

34,940 34,940

※１）

※２） 預り補助金等～翌期以降に使用される予定で繰り越される補助金の残高
※３） 寄附金債務～翌期以降に使用される予定で繰り越される寄附金の残高
※４） 未払金～１年以内に支払予定の人件費・リース債務に係る未払金及びその他の未払金
※５） 資本金～道出資金（法人移行時に道から現物出資を受けた土地、建物等）の総額となります。
※６）

※７） 未収入金・未払金の明細は次のとおり

【固定資産】
　業務目的を達成するために所有し、加工若
しくは売却を予定しない財貨

【流動負債】
　負債のうち、１年以内に返済または支払う
もの

Ⅱ　資本剰余金

Ⅲ　利益剰余金

１　有形固定資産

２　無形固定資産

Ⅱ　流動資産

資本剰余金～目的積立金や施設費で固定資産を取得した時、または非償却資産の取得時に、相当額を計上し
ます。当該資産で生じる減価償却相当額は費用化せずに資本剰余金から直接控除（損益外減価償却）します。

【純資産】
　業務実施のために与えられた財産的基
礎、及び業務に関連した剰余金

Ⅰ　固定資産 Ⅰ　固定負債

Ⅱ　流動負債

負債合計

純資産合計

資産見返負債～運営費交付金、補助金、寄附金等を財源として資産を取得した場合、取得時に資産同額の負債
を計上します。当該資産の減価償却相当額を資産見返負債戻入として収益化し、収支均衡を行うための独自の
勘定科目です。

資産合計

【固定負債】
　負債のうち、１年を超える長期にわたって
返済または支払うもの

【流動資産】
　資産のうち、１年以内に現金化されるもの

資産の部 負債の部

注）各金額は単位未満を四捨五入しているため、計は一致しない場合があります。

純資産の部

運　用　状　況 調　達　源　泉

現金及び預金

未収入金（※７）

未成研究支出金

未成事業支出金

その他

（単位：百万円）

負債純資産合計

Ⅰ　資本金

貸借対照表～法人の財政状態を明らかにするもの
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（１）未収入金の明細
（単位：千円）

相　手　方 金　額 備　　考

北海道 348,542

北海道経済産業局 43,080

北海道総合通信局 4,882

学校法人　酪農学園大学 4,788

農林水産省 4,760

その他（１７１件） 26,279

計 432,332

（２）未払金の明細
（単位：千円）

相　手　方 金　額 備　　考

職員退職金未払金 808,755

リース未払金 54,611 リース債務のうち１年以内支払分

北海道電力（株） 45,152

釧根開発（株） 27,300

北海道立衛生研究所 26,311

久島工業（株） 24,150

その他（１，９６７件） 671,250

計 1,657,531
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（単位：百万円）

15,613

研究経費 2,881

受託研究費 1,197

受託事業費 31

循環資源利用促進基金事業費 4 ※１）

人件費 10,166

一般管理費 1,334

雑損 1

16,510

運営費交付金収益 13,441

受託研究等収益 1,229

受託事業等収益 31

事業収益 215

寄附金収益 1

施設費収益 76

補助金等収益 199

財務収益 3

雑益 140

資産見返負債戻入 1,176 ※２）

897

526

526

897

897

※１）

※２）

費
 
用

収
 
益

注）各金額は単位未満を四捨五入しているため、計は一致しない場合があります。

【経常費用】
・「研究経費」には、建設設備に係る減価
償却費及び保守経費を含む
・「受託研究費」「受託事業費」は、受託研
究等に係る人件費を含む

経常利益

経常費用

臨時損失
【臨時損失】
・臨時損失は、道から承継した有形固定資
産以外の物品の評価額である「承継消耗
品費」を計上

【臨時利益】
・臨時利益は、臨時損失に対応して「物品
受贈益」を計上

経常収益
【経常収益】
・「運営費交付金」は、資産を取得した分を
除いた収益
・「運営費交付金」「寄附金」等で翌期以降
に使用予定分は、債務（固定負債・流動負
債として翌期へ繰越

循環資源利用促進基金事業費～循環資源利用促進特定課題研究開発事業費補助金の受入により造成した
基金により、リサイクル技術の研究開発を実施する事業費

資産見返負債戻入～運営費交付金、補助金、寄附金等の財源で取得した固定資産の減価償却に伴って収益
計上し、損益を均衡させます。

臨時利益

当期純利益

当期総利益

損益計算書～法人の運営状況を明らかにするもの
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研究経費
18%

受託研究費

・受託事業費

・基金事業費

8%

人件費
65%

一般管理費
9%

その他
0%

経常費用

運営費交付金

収益
81%

受託研究・

受託事業等収益
8%

資産見返負債

戻入
7% 事業収益

1%

寄附金収益
0%施設費収益

1%

補助金等収益
1%

財務収益
0%

雑益
1%

その他
4%

経常収益
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（単位：百万円）

3,179

原材料、商品又はサービスの購入による支出 ▲ 2,503

人件費支出 ▲ 9,644

その他業務支出 ▲ 700

運営費交付金収入 13,792

受託研究収入 1,083

受託事業収入 29

事業収入 204

寄附金収入 8

補助金等収入 702

雑収入 137

預り科学研究費補助金等増減 6

その他収入 61

　小計 3,176

利息及び配当金の受取額 3

▲ 559

定期預金の預入による支出 ▲ 6,750

定期預金の払戻による収入 6,400

有形固定資産の取得による支出 ▲ 250

無形固定資産の取得による支出 ▲ 7

施設費による収入 49

▲ 53

ファイナンスリース債務の返済による支出 ▲ 53

－

2,567

－

2,567

注）

注）各金額は単位未満を四捨五入しているため、計は一致しない場合があります。

【業務活動】
研究経費など通常業務に伴う資
金の出入りを表すもの

【投資活動】
固定資産取得や売却、余裕金
の運用など投資活動に伴う資金
の出入りを表すもの

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

【財務活動】
借入金による資金の調達や返
済など財務活動に伴う資金の出
入りを表すもの

キャッシュ・フロー計算書とは、資金の調達や運用状況を明らかにするため、一会計期間の資金の流れを「業務活
動」・「投資活動」・「財務活動」の３つの区分に分けて表示し、報告するものです。

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ　資金に係る換算差額

Ⅴ　資金増加額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）

Ⅵ　資金期首残高

Ⅶ　資金期末残高（Ⅴ＋Ⅵ）

キャッシュ・フロー計算書～現金の出し入れを明らかにするもの

業務活動による資金調達 ３２億円

投資活動への資金利用 ▲６億円

財務活動への資金利用 ▲１億円

平成２２年度キャッシュ増加額

２６億円
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（単位：百万円）

14,527

16,139

研究経費 2,881

受託研究費 1,197

受託事業費 31

循環資源利用促進基金事業費 4

人件費 10,166

一般管理費 1,334

雑損 1

臨時損失 526 業務費用：１４５億円

▲ 1,612

受託研究収益 ▲ 1,229

受託事業収益 ▲ 31

事業収益 ▲ 215

寄附金収益 ▲ 1

財務収益 ▲ 3

雑益 ▲ 131

資産見返寄附金戻入 ▲ 2

1,676

1,670

6

－

▲ 31

60

372

310 ※２）

16,604

※１） 道、市町村等の財産の無償又は減額された使用料による賃貸借取引の機会費用の計算方法
近隣の地代や賃借料を参考に計算しています。

※２） 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率
平成２３年３月末における１０年もの国債の利回りを参考に１．２５５％で計算しています。

注）各金額は単位未満を四捨五入しているため、計は一致しない場合があります。

（２）（控除）自己収入等：▲１６億円

（１）損益計算書の費用：１６１億円

道からの財源で賄われているコスト

・損益計算書における費用から受託
研究収益や事業収益等の自己収入
を差し引いたもの

損益計算書に計上されないコスト：
１７億円

・道から出資された資産等の減価償
却、及び一部の退職手当等、制度上
費用に反映されない負担相当額

Ⅰ　業務費用

Ⅱ　損益外減価償却等相当額

Ⅲ　損益外減損損失相当額

Ⅳ　引当外賞与増加見積額

Ⅴ　引当外退職給付増加見積額

（１）損益計算書上の費用

損益外減価償却相当額

損益外固定資産除却相当額

（２）（控除）自己収入等

免除もしくは軽減されているコスト：
４億円

・道、市町村等の資産利用に関して、
地方独立行政法人ゆえに優遇された
相当額

行政サービス実施コスト：１６６億円

国又は地方公共団体の無償又は減額
された使用料による賃借取引の機会
費用

63 ※１）

Ⅵ　機会費用

Ⅶ　行政サービス実施コスト

地方公共団体出資の機会費用

行政サービス実施コスト計算書～住民等が負担するコストを明らかにするもの
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当期総利益

積立金

目的積立金

　 　　　　　　　　　　　　　　　※

４百万円
【積立金】

・翌期以降、損失の穴埋めに
のみ使用可能

８９３百万円

【目的積立金】

・自己収入獲得、効率的・弾力的
な事業運営、経費節減等の創意
工夫により生じた剰余金

・知事の承認を受けたのち、翌
期以降、定められた使途の範囲
内で使用可能となる。

注）各金額は単位未満を四捨五入しているため、計は一致しない場合があります。

Ⅰ　当期未処分利益

Ⅱ　利益処分額

（単位：百万円）

897

4

893

当期未処分利益

経営努力外

経営努力による 知事承認

【剰余金の使途】

業務運営の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

利益の処分に関する書類

地方独立行政法人には、株主のような営利目的の資本主が存在

しませんので、利益を資本に配分することはありません。

そのため、獲得した利益のうち、運営努力（経営努力）から生じた

利益については、北海道知事の承認を受けた後、中期計画の「剰

余金の使途」に従って使用することが認められています。
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（単位：百万円）

予算額 決算額 差額 備考

16,164 15,953 ▲ 211

13,792 13,792 －

318 284 ▲ 34 （注１）

395 358 ▲ 37

依頼試験手数料等 212 196 ▲ 16 （注２）

財産売払収入 144 119 ▲ 26 （注３）

知的財産関連収入 22 20 ▲ 2 （注４）

雑収入 17 24 7 （注５）

1,469 1,299 ▲ 170

受託研究等収入等 1,469 1,286 ▲ 183 （注６）

循環資源利用促進基金収入 － 13 13 （注７）

補助金収入 190 220 30 （注８）

16,164 14,774 ▲ 1,390

895 745 ▲ 150 （注９）

2,850 2,492 ▲ 359 （注１０）

10,442 9,754 ▲ 688 （注１１）

1,469 1,282 ▲ 187

受託研究等経費等 1,469 1,271 ▲ 198 （注１２）

循環資源利用促進基金事業費 － 11 11 （注１３）

318 284 ▲ 34 （注１４）

190 218 28 （注１５）

－ 1,179 1,179

注）

（注１） 注１４に示した理由により、予算額に比して決算額が３４百万円減少しました。
（注２） 依頼者等の減少により、予算額に比して決算額が１６百万円減少しました。
（注３） ヨーネ病の発生による畜産物売払収入の減少等により、予算額に比して決算額が２６百万円減少しました。
（注４） 特許権等の実施料の減少により、予算額に比して決算額が２百万円減少しました。
（注５） 法人財産使用料や預金利息の増加により、予算額に比して７百万円増加しました。
（注６） 年度途中で採択を見込んでいた受託研究等の減少により、予算額に比して１８３百万円減少しました。
（注７）

（注８） 指定試験事業等の増加により、予算額に比して３０百万円増加しました。
（注９）

（注１０）

（注１１） 職員人件費等の減により、予算額に比して６８８百万円減少しました。
（注１２） 年度途中で採択を見込んでいた受託研究等の減少により、予算額に比して１９８百万円減少しました。
（注１３） 注７に示した理由により、１１百万円増加しました。
（注１４） 入札結果に基づく契約確定額の減により、予算額に比して決算額が３４百万円減少しました。
（注１５） 補助事業の採択数の増加により、予算額に比して２８百万円増加しました。

決算報告書とは、地方独立行政法人等の運営の見込みである年度計画の予算と決算を対比して表すことにより、そ
の運営状況を報告しようとするものです。官庁会計に準じ、現金主義を基礎としつつ出納整理期の考え方を踏まえて
一部発生主義を取り入れたもので、収入・支出ベースで表示しています。

損益計算書の計上額と決算額の集計区分が違うため、損益計算書と決算報告書の研究経費の額が相違してい
ます。また、経費の節減に努めたことにより、予算額に比して１５０百万円減少しました。
損益計算書の計上額と決算額の集計区分が違うため、損益計算書と決算報告書の一般管理費の額が相違して
います。また、経費の節減に努めたことにより、予算額に比して３５９百万円減少しました。

予算額に計上していなかった循環資源利用促進特定課題研究開発事業費補助金の受入による基金事業実施
により、１３百万円増加しました。

注）各金額は単位未満を四捨五入しているため、計は一致しない場合があります。

区　　分

収入

運営費交付金

施設設備等整備費補助金

自己収入

受託研究等収入及び寄附金収入等

支出

研究経費

収入－支出

一般管理費

人件費

受託研究等経費及び寄附金事業費等

施設設備等整備費

補助金

決算報告書～予算の区分による決算を明らかにするもの
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(単位　円）

直接経費 間接経費 計

農業 中央農業試験場 日本学術振興会・基盤研究（C） コムギの西日本生態型品種の登熟特性 300,000 90,000 390,000

農業 畜産試験場 文部科学省・若手研究（B)
クローン受胎牛の分娩遅延と分娩誘起法の研究
：胎子性コルチゾルからのアプローチ

1,011,480 330,000 1,341,480

農業 中央農業試験場 文部科学省・若手研究（B)
NBRPコムギデータベースを利用したコムギ縞萎縮
病抵抗性遺伝子の解析

1,000,000 300,000 1,300,000

農業 畜産試験場
厚生労働科学研究費補助金
(食品の安心・安全
確保推進研究事業)

定型及び非定型型BSE感染牛のプリオン体内分布
と病態の解析

12,001,051 12,001,051

農業 上川農業試験場 松島財団研究助成事業
土着天敵を利用したホウレンソウケナガコナダニ
密度抑制に関する研究

550,000 550,000

農業 中央農業試験場
(財)北海道科学技術総合振興
センタ－研究開発助成事業

野菜類を加害する薬剤抵抗性ネギアザミウマの遺
伝子解析

400,000 400,000

15,262,531 720,000 15,982,531

水産
さけます・内水面
水産試験場

文部科学省・若手研究（B)
甲状腺ホルモン受容体遺伝子の発現量を健病性評
価に用いたワカサギ増殖技術の向上研究

1,726,280 540,000 2,266,280

1,726,280 540,000 2,266,280

森林 林業試験場 日本学術振興会・基盤研究（C）
北海道の外来・在来樹木昆虫の地域温暖化に伴う
拡大予測に関する基礎研究

1,100,000 330,000 1,430,000

森林 林業試験場 日本学術振興会・基盤研究（C） 森林の気象災害リスク予想モデルの開発 900,000 270,000 1,170,000

森林 林産試験場 トステム財団研究助成事業
教室における木質二重床からのホルムアルデヒド
発生の調査と対策

938,288 938,288

森林 林産試験場 文部科学省・若手研究（B）
木質材料による｢剛｣なコーナー要素の開発と究極
の木質ラーメンの実現

900,000 270,000 1,170,000

森林 林産試験場 日本学術振興会・基盤研究（C）
相乗効果発現薬剤による木材の発熱性、ガス有毒
性の抑制

676,934 240,000 916,934

森林 林産試験場 日本学術振興会・基盤研究（C）
樹木の分子系統と動植相互作用系に着目した化学
的防御と投資配分機構の実証的研究

1,000,000 300,000 1,300,000

森林 林産試験場 文部科学省・若手研究（B）
固相抽出法を駆使した木材保存剤の高精度かつ効
率的な定量分析法の確立

1,000,000 300,000 1,300,000

森林 林産試験場 文部科学省・若手研究（B）
近赤外分光法による木質材料の荷重状態の簡易非
破壊評価手法の確立

1,800,000 540,000 2,340,000

森林 林産試験場 日本学術振興会・基盤研究（A）
TOF-NIRデンシトメトリによる新奇木材材質計測
手法の確率

200,000 60,000 260,000

森林 林産試験場 日本学術振興会・基盤研究（B） 動的応答特製を考慮した木材接合部の耐力評価 490,971 150,000 640,971

森林 林産試験場 日本学術振興会・基盤研究（C）
大規模表層雪崩に対する森林による減衰効果の研
究

500,000 150,000 650,000

9,506,193 2,610,000 12,116,193

産業技術 工業試験場 日本学術振興会・基盤研究（C）
組織誘導再生法を応用した難治性脊椎感染症に対
する新しい治療法の開発

300,000 90,000 390,000

産業技術 工業試験場 日本学術振興会・基盤研究（C）
ヒト歯髄の神経・硬組織関連因子の解析と組織工
学

300,000 90,000 390,000

産業技術 工業試験場
厚生労働科学研究費補助金
（障害者自立支援機器等

開発促進事業）

リモコン操作によるハンズフリー型人工喉頭の製
品化

1,000,007 1,000,007

1,600,007 180,000 1,780,007

環境・地質 環境科学研究センター 日本学術振興会・基盤研究（A） 環境変動下における泥炭湿原の炭素動態 1,000,000 300,000 1,300,000

環境・地質 環境科学研究センター 文部科学省・新学術領域研究
東アジアの森林生態系におけるエアロゾルの沈着
量と動態の評価

2,099,600 630,000 2,729,600

環境・地質 環境科学研究センター 日本学術振興会・基盤研究（C）
森林生態系に対するガス状物質乾性沈着の多角的
評価

200,000 60,000 260,000

環境・地質 環境科学研究センター 日本学術振興会・基盤研究（B）
硝酸の三酸素同位体組成を指標に用いた沈着窒素
の環境動態解析

1,020,000 306,000 1,326,000

環境・地質 環境科学研究センター 日本学術振興会・基盤研究（C） 土地利用形態に応答する河川の水質主要成分 100,000 30,000 130,000

環境・地質 地質研究所 日本学術振興会・基盤研究（C）
既存堀削井の地質コアを利用した札幌市周辺の軟
弱地盤の研究

600,000 180,000 780,000

環境・地質 地質研究所 日本学術振興会・基盤研究（B）
サハリン石油開発を考慮した航行リスクエリアと
火災流出油影響評価に関する研究

2,200,000 660,000 2,860,000

環境・地質 地質研究所 日本学術振興会・基盤研究（B） ニホンジカの分布拡大過程と空間構造の解明 2,998,068 900,000 3,898,068

環境・地質 地質研究所 日本学術振興会・基盤研究（C）
景観要素と種の多様性の関係分析に基づく地域生
態系保全計画手法

502,160 180,000 682,160

環境・地質 地質研究所 日本学術振興会・基盤研究（B）
現世および化石カキ礁の形成過程から解明する古
環境とカキ類の古生態変遷

400,000 120,000 520,000

11,119,828 3,366,000 14,485,828

産業技術研究本部計

課　　題　　名

水産研究本部計

農業研究本部計

環境・地質研究本部計

森林研究本部計

H22決算額
研究
本部名

試験場名 種別

平成２２年度科学研究費補助金等個人研究費一覧
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直接経費 間接経費 計
課　　題　　名

H22決算額
研究
本部名

試験場名 種別

建築 北方建築総合研究所 文部科学省・若手研究（B）
雪国における建築物の雪害リスクマネジメントに
関する研究

700,000 210,000 910,000

建築 北方建築総合研究所 日本学術振興会・基盤研究（B） 動的応答特性を考慮した木材接合部の耐力評価 900,000 270,000 1,170,000

建築 北方建築総合研究所 日本学術振興会・基盤研究（B）
積雪シミュレーションを用いた除雪フリーの積雪
都市型ＥＣＯ街区の開発

1,050,000 315,000 1,365,000

建築 北方建築総合研究所 トステム財団研究助成事業
中高層建築物の外壁部および庇等の積雪障害防止
に関する研究

449,383 449,383

建築 北方建築総合研究所 住宅研究財団研究助成事業
豪雪地帯の住宅地における積雪を考慮した配置形
態に関する研究

519,354 519,354

建築 北方建築総合研究所 日本学術振興会・基盤研究（C）
住まい・まちづくり学習から始める持続可能な社
会づくりの実践的プログラム開発

250,000 75,000 325,000

建築 北方建築総合研究所 トステム財団研究助成事業
波長別日射解析手法の開発と壁面設置型太陽発電
への応用

737,562 737,562

4,606,299 870,000 5,476,299

　　※　科学研究費補助金等は、研究職員個人あてに交付されるため、間接経費を除き、損益には含まれません。
　　　（間接経費は、科学研究費補助金等による研究の実施に伴い、各試験場等において必要となる管理等に係る経費で、損益に含まれます。）

建築研究本部計

50,327,13143,821,138 8,286,000総合計
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