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VI. 調査結果（４）業務環境等の調査 

第Ⅵ章では、会計事務等を処理するうえで、準拠する会計基準や遵守すべき業務手続

等について、特にわが国の大学等における状況と異なる点や特筆すべき点を調査、整理

する。 

 

1. 調査対象について 

日本の大学は、設置者別では、国立大学法人、公立大学又は公立大学法人、及び私立

大学の３区分に分類される。 

 

図表 44 日本の大学における設置者の種類50 

第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 

 

第二条 学校は、国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定

する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。）、地方公共

団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公

立大学法人を含む。次項において同じ。）および私立学校法第三条に規定する学校法人（以

下学校法人と称する。）のみが、これを設置することができる。 

２ この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設

置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう 

  

一方、アメリカの大学は、主に州立大学及び私立大学の２区分に分類される。 

 

図表 45 アメリカの大学における設置者の種類51 

１－１ 高等教育の規模 

・・・・ 

設置者別（※）でみると、機関数では、州立 1,688 校（うち４年生大学 613 校）、私立

2,382校（うち４年制大学 1,730校）であり、全高等教育機関に占める私立大学の比率は

約 60％、４年制大学に限れば 70％以上に達する。 

（※）州立のほか、公的な高等教育機関には連邦立や地方立などもあるが、これらの機関

が公的なセクターに占める比率は小さく、ほとんどが州立である・・・・ 

 

本調査結果を参考として活用するのは、日本の国立大学法人が想定されている。日本

の国立大学法人と、アメリカの大学における財源構造を比較すると、政府からの支出に

依存する割合が高い点で、日本の国立大学法人とアメリカの州立大学は類似している。 

                                                   
50 「学校教育法」 
51 独立行政法人国立大学財務・経営センター（2002年）「欧米主要国における大学の設置形態と管理・財政システ

ム」 
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図表 46 日本とアメリカの大学における財源構造の比較（下線：政府からの支出）52 

日本（単位：億円） アメリカ（単位：百万ドル） 

項目 金額 構成比 項目 金額 構成比 

運営費交付金収益 10,820 34.6% 
交付金 

（連邦・州・地方政府） 
53,348 18.4% 

学生納付金収益 3,433 11.0% 
補助金及び委託費 

（連邦・州・地方政府） 
57,087 19.7% 

附属病院収益 10,380 33.2% 授業料及び手数料 64,152 22.1% 

受託研究等収益等 2,498 8.0% 事業収入 86,536 29.8% 

補助金等収益 1,013 3.2% 寄附金 8,118 2.8% 

寄附金収益 684 2.2% その他 21,256 7.3% 

その他 2,460 7.9%  

合計 31,288  合計 290,498  

出所：日本 文部科学省「国立大学等の決算について（2015年度）」          

アメリカ 教育省「Digest of Education Statistics2016 Table333.10」に基づき作成 

 

 また、公的セクターに適用される会計基準が採用されているなどの共通点を考慮

すると、州立大学について調査することが参考に資すると考えられる。したがって、特

に断りがない限り、本調査は、日本の国立大学法人とアメリカの州立大学を比較対象と

している。ただし、調査の過程において、その他の大学についても、特筆すべき点が発

見された場合には、その内容も記載している。 

  

                                                   
52 日本：文部科学省「国立大学等の決算について（2015年度）」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

アメリカ：教育省「Digest of Education Statistics2016 Table333.10」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 
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2. 財政制度における比較 

① 研究開発予算の構造 

日本の平成 29年度科学技術関係当初予算額は 35,892億円であり、そのうち 4,279億

円が競争的資金と呼ばれており、全体の 11.9％を占める。残額は主に国立大学法人の

基礎的経費に対する運営費交付金等である。競争的資金は、第３期科学技術基本計画に

て定義されており、次のとおりである。 

 

図表 47 競争的資金の定義53 

資源配分主体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複

数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択

し、研究者等に配分する研究開発資金 

  

国立大学法人に対する運営費交付金が削減される傾向にある中で、競争的資金の重

要性は今後さらに高まってくると考えられる。実際、第５期科学技術基本計画において

も、競争的資金の重要性が挙げられており、日本の競争的資金に関連する制度と、海外

の同種の資金に関連する制度を比較することは有用であると考えられる。 

 

図表 48 公募型資金の改革について54 

公募型資金の中でも、競争的資金として分類される制度については、我が国における研

究開発の多様性を確保し競争的な研究開発環境の形成に資する重要な資金であることか

ら、国は、競争的資金について、研究力及び研究成果の最大化、一層効果的・効率的な資

金の活用を目指す。 

  

平成 29年度における日本の競争的資金は下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
53 内閣府（2006年３月 28日）「第３期科学技術基本計画」 
54 内閣府（2016年１月 22日）「第５期科学技術基本計画」 
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図表 49 平成 29年度競争的資金一覧 （単位：百万円）55 

省庁名 制度名 予算額 

補助金 

総務省 
デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発 39 

ICTイノベーション創出チャレンジプログラム 291 

文部科学省 科学研究費助成事業 228,350 

厚生労働省 

厚生労働科学研究費補助金 4,603 

医療研究開発推進事業費補助金 38,725 

保健衛生医療調査等推進事業費補助金 5,274 

経済産業省 戦略的基盤技術研究高度化・連携支援事業 10,253 

国土交通省 建設技術研究開発助成制度 240 

委託費（国） 

内閣府 食品健康影響評価秘術研究 177 

総務省 戦略的情報通信研究開発推進事業 2,166 

消防庁 消防防災科学技術研究推進制度 126 

文部科学省 国家課題対応型研究開発推進事業 22,898 

国土交通省 交通運輸技術開発推進制度 146 

原子力規制庁 放射線安全規制研究戦略的推進事業費 273 

防衛装備庁 安全保障技術研究推進制度 10,780 

農林水産省 農林水産業食品産業科学技術研究推進事業 3,070 

委託費（独立行政法人等） 

文部科学省 

未来社会創造事業 3,000 

戦略的創造研究推進事業 61,127 

研究成果展開事業 27,447 

国際科学技術共同研究推進事業 3,627 

環境省 環境研究総合推進費 5,293 

合計 427,905 

 

日本の競争的資金は、大きく委託費と補助金に分かれる。また、委託費は、国が委託

費として直接支出する場合と、国が国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、「JST」）

等の資金配分機関に対して運営費交付金を交付し、資金配分機関が当該運営費交付金

を財源として、研究機関と委託契約を締結する場合がある。（上の表においては、前者

を委託費（国）、後者を委託費（独立行政法人等）に区分している。） 

 

 

                                                   
55 内閣府「平成 29年度競争的資金制度一覧表（予算額）」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 
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図表 50 委託費と補助金の違い56 

項目 

補助金 

一方的、反対給付なし 

＝助成的性格 

委託費 

双方の合意、反対給付を求める 

＝対価的性格 

性格 

国が特定の事務、事業に対し、国

家的見地から公益性があると認

め、その事務事業の実施に資する

ため反対給付を求めることなく

交付される金銭的給付であり、補

助事業者の事業への財政援助の

作用を持つ 

国の事務、事業等を他の機関又は

特定のものに委託して行わせる

場合に、その反対給付として支出

する経費であり、国の本来の業務

を国に代わり受託機関が実施す

るもの 

配分方法 交付決定（行政行為）による 
委託契約（民法上の準委任契約）

による 

配分先 

制度によって、個人に対するも

の、グループに対するもの、機関

に対するもの等様々である 

国の委託契約は、通常、機関と結

ぶ 

資産の帰属 

原則として補助事業者に帰属す

るが、一部制約がある（補助金等

に係る予算の執行の適正化に関

する法律第 22条） 

国に帰属する 

知的財産の帰属 
原則として補助事業者に帰属す

る 

原則として国に帰属するが、一部

委託先に帰属させることができ

る（産業技術力強化法第 19条） 

関連法規 
補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律 

国の会計諸法規や、私法上の契約

に関連する法令等 

 

一方、アメリカの平成 29年度研究開発予算（Research & Development Budget、以

下、「R&D予算」）は、146,977百万ドルであり、省別の内訳は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
56 文部科学省「委託費と補助金の違い」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

〔http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf〕 
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図表 51 平成 29年度研究開発予算の内訳 （単位：百万ドル）57 

項目 金額 

国防総省（DOD） 71,927 

航空宇宙局（NASA） 11,956 

エネルギー省（DOE） 16,341 

保健福祉省（HHS） 30,381 

 （うち国立衛生研究所（NIH）） 29,082 

国立科学財団（NSF） 6,052 

農務省（USDA） 2,552 

内務省（Interior） 1,057 

運輸省（DOT） 851 

環境保護庁（EPA） 503 

商務省（DOC） 1,846 

国土安全保障省（DHS） 575 

退役軍人省（VA） 1,230 

その他 1,706 

合計 146,977 

 

 アメリカの各資金配分機関においても、日本の競争的資金の取扱いと同様、広く研

究開発課題等を募り、専門家等の評価に基づいて実施すべき課題を採択して研究開発

資金を配分することが行われている。当該資金は、次のとおり Grant・Cooperative 

Agreement・Contract に分類されており、Grant は日本の補助金に、Contractは日本の

委託費に近い概念であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
57 AAAS「R&D report series, based on OMB and agency R&D budget data」をもとに有限責任監査法人トーマツが作

成 
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図表 52 Grant・Cooperative Agreement・Contractの違い58 

比較項目 
Federal Grants 

（補助金） 

Federal 

Cooperative 

Agreement 

（共同研究） 

Federal Contracts 

（契約） 

目的 

公共的な研究を支

援するためのもの

であり、自由度が高

く、制限が少ない援

助である 

公共的な研究を支

援するためのもの

であり、自由度が高

く、当事者間の協議

で決まる援助であ

る 

金銭等の対価と引

き換えに商品やサ

ービスを提供する、

拘束力のある契約

であり、商品やサー

ビスの調達である 

条件 
補助金の要綱等に

よる制約を受ける 

提携にかかる協定

等の制約を受ける 

連邦調達規則の制

約を受ける 

業務範囲 

業務範囲は主任研

究員の考えに基づ

いて決定され、業務

範囲、予算、その他

の変更に関する自

由度は高い 

業務範囲は主任研

究員の考えに基づ

いて決定され、業務

範囲、予算、その他

の変更に関する自

由度は、一般的には

高い 

業務範囲はスポン

サーの考えに基づ

いて決定され、業務

範囲、予算、その他

の変更に関する自

由度は、比較的低い 

スポンサーの関与 なし 実質的に関与 

活動の承認を行い、

研究結果に期待を

する 

予算の見直し 柔軟 通常は柔軟 制限的 

柔軟性 

主任研究員のプロ

ジェクト対応に関

する自由度が高く、

研究成果に対する

責任が比較的弱い 

業務執行機関と、政

府やその他協定上

想定される研究活

動の受益者との実

質的な関与が期待

されている 

スポンサーに対し

て、プロジェクトの

実行および成果の

達成の責任を強く

有する 

 

委託費（Contract）の内容については、委託契約の内容に依拠する面も大きいと想定

されることから、次節以降は、主に補助金（Grant）の相違点について検討している。

以下、特に断りがなければ、「補助金」とは、競争的資金における補助金（Grant）を指

すものとする。 

                                                   
58 the University of Pittsburgh Office of Research ホームページをもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

〔https://www.purdue.edu/business/sps/pdf/Grant_vs_Contract.pdf〕 
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日本との比較におけるアメリカの資金配分機関の特徴として、次の点が挙げられる。

すなわち、下表で示されているとおり、アメリカの競争的研究資金制度に関係するプレ

イヤーの構造において、日本のように第２層の部分（府省）の存在・影響力がほとんど

なく、資金配分機関が競争的研究資金に関係する業務のほぼ全てを独自かつ中心的に

実施している。もちろん、アメリカにも省と資金配分機関の関係は存在し、例えば、国

防高等研究計画局（DARPA）は国防総省所管下、国立衛生研究所（以下、「NIH」）は健康

福祉省所管下、国立科学財団（以下、「NSF」）は大統領府所管下にある。しかし、資金

配分機関の権限が大きく、競争的研究資金制度の運営に関しては本省等上位組織の影

響力は小さい。59 

 

図表 53 日本の競争的研究資金制度に関係するプレイヤー60 

 

  

                                                   
59 広田秀樹（2009）「政府研究開発と競争的研究資金制度」 
60 広田秀樹（2009）「政府研究開発と競争的研究資金制度」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

第1層：

CSTI（※）

国全体の科学技術戦略の構築

競争的資金関係の基本方針の作成

第2層：府省

CSTIの競争的資金関係の基本方針具体化

予算の獲得

第3層：資金配分機関

競争的資金制度の運営（プログラム設計・運営・評価）

第4層：大学・企業等の研究機関

競争的資金による研究開発の実施

※総合科学技術・イノベーション会議（Council for Science, Technology and Innovation）の略称
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図表 54 アメリカの競争的研究資金制度に関係するプレイヤー61 

 

 

また、アメリカにおける、大学に対する主要な研究資金配分機関としては、医学分野

の NIHや、科学・工学分野の NSFが挙げられる。したがって、次節以降、資金配分機関

について検討する際においても、主に NIH及び NSFの補助金を調査対象としている。 

 

図表 55 連邦政府資金の主なフロー（2016年）62 

 

 

② 補助金に関連する事業期間及び予算制度 

日本とアメリカの補助金を比較する前提として、日米の事業期間のとらえ方や予算

                                                   
61 広田秀樹（2009）「政府研究開発と競争的研究資金制度」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 
62 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「主要国の研究開発戦略（2017年）」をもとに有限責任監査

法人トーマツが作成 

第1層：大統領府

国全体の科学技術振興に関する

基本戦略の作成

第2層：資金配分機関

競争的資金制度を独自運営（プログラム設計・運営・評価）

予算の獲得

第3層：研究大学・企業等の研究機関

競争的資金による研究開発の実施

DARPA 

(29)

ARPA-E 

(2.9)NIH (306)

産業界 (547)
大学 (286) FFRDC (113) 非営利組織 (63) 地方 (5) 海外 (6)

DOD (689)

HHS (319)
DOE (115)

NSF (57) NASA, USDA

その他 (130)

27.4 479 242 106 57 114

21 43164 46175 76 46

※数値の単位は億ドル
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の考え方に相違があるため、当該相違点について述べる。 

 

A) 事業期間のとらえ方について 

日本の１事業期間については、暦年に対して会計年度が設定されており、国や大学の

予算・決算は全て４月から３月を１会計年度単位としている。補助金の申請や繰越等に

ついても、当該１会計年度単位をベースに管理されている。 

一方、アメリカの１事業期間については、暦年に対して Fiscal Year（会計年度）の

ほか、Award Year（研究年度）が設定されている。研究年度は、アメリカにおいて、補

助金支給開始時からの１年間のことをいい、NIH や NSF が各研究プログラム等に応じ、

暦年や会計年度とは関係なく設定する。63したがって、研究年度は会計年度を跨いで設

定され、補助金は、研究年度を単位として管理される。なお、会計年度についても、日

本の４月から３月までのように統一されているわけではない。連邦政府の会計年度が

10 月から９月であるのに対し、州政府については、ニューヨーク州は４月から３月、

テキサス州は９月から８月、アラバマ州及びミシガン州は 10月から９月、そのほか 46

州は７月から６月を１会計年度単位としている。64 

 

B) 予算制度について 

日本の国家予算制度は財政法により定められており、現金による収入及び支出をも

って歳入及び歳出ととらえる「現金主義」（財政法第２条）や、各会計年度の歳出を当

該年度の歳入で補うべきという「会計年度独立の原則」（財政法第 12条及び第 42条）、

予算は会計年度ごとに作成し、翌年度以降の予算を拘束してはならないとする「予算単

年度主義」（憲法第 86条及び財政法第 11条）といった特徴がある。65 

したがって、歳出（現金支出）の予算は１会計年度単位で設定され、当該予算は、支

出負担行為ののちに、出納整理期間を含め、現金支出が生じて初めて予算執行済として

扱われる。 

なお、これらの特徴の例外として、予算の繰越を認める繰越明許費や、複数年度契約

を可能とする継続費、国庫債務負担行為といった制度はあるが、あくまで例外的な位置

づけとして扱われている。 

 一方、アメリカの連邦予算は、大きく分けて、歳出予算法（Appropriations Act）

により歳出権限（Budget Authority）が付与される裁量的経費（Discretionary Spending）

と、歳出予算法以外の法律により歳出権限が付与される義務的経費（Mandatory 

Spending）の２つに区分され 64 、R&D予算は裁量的経費に区分される。 

歳出権限とは、支出負担行為（Obligation）の権限を意味し、その限度内で実際の支

出（Outlay）が行われる。64 すなわち、現金主義である日本と異なり、アメリカは支出

                                                   
63 科学技術政策研究所 講演録－212（2007）「研究費会計制度の日米比較」 
64 有限責任監査法人トーマツ（2015）「イギリス及びアメリカにおける公会計制度とその運用の状況及び公会計の報告

に係る会計検査の状況に関する調査研究」 
65 会計検査研究 No.29 木村琢麿（2004）「予算・会計改革に向けた法的論点の整理」 
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負担確定主義であり、支出負担行為により予算執行済として扱われるため、支出負担行

為と同じ年度内に現金支出を行う必要はない。 

また、歳出予算法により成立した予算（Appropriation）には次の３種類があり、多

年度会計をとっている点で、予算単年度主義をとる日本とは大きく異なっている。 

 

図表 56 アメリカの裁量的経費予算の種類66 

項目 内容 

単年度支出充当 

（One year Appropriation） 

議会の議決のあった当該年度に限って予算執行が認め

られる予算であり、日本の歳出予算と類似している 

多年度支出充当 

（Multi year Appropriation） 

許容された複数年度にわたって予算執行が認められる

予算 

無期限支出充当 

（No year Appropriation） 

予算をすべて執行するか、若しくは予算の対象となった

事業が完了するまでの間、新たに議会の承認を得ること

なく継続的な予算執行が認められる予算 

 

C) 事業期間及び予算制度の違いを踏まえた補助金制度の日米比較 

日本とアメリカの補助金制度についても、上記の事業期間や予算制度に基づくため、

以下の相違点が生じる。 

 

 

 

図表 57 補助金の予算管理における日本とアメリカとの比較 

日本 アメリカ 

(ア)予算の充当範囲 

・予算単年度主義であり、補助金の予算も

会計年度ごとに措置される 

・予算多年度主義であり、例えば多年度支

出充当であれば、補助金の予算も１会計年

度に複数会計年度分措置されうる 

(イ)予算執行の概念 

・現金支出を以って予算執行されたとみな

される 

・予算措置された補助金が、全て予算執行

されたとみなされるためには、当該会計年

度内（出納整理期間含む）に現金支出まで

終える必要がある 

・支出負担行為を以って予算執行されたと

みなされる 

・予算措置された補助金は、当該会計年度

内に全て現金支出される必要はない。した

がって、使途が決まっていれば、１会計年

度に複数研究年度分の補助金の予算を措置

することも可能である 

・各年度の現金支出金額は別途管理される 

                                                   
66 甲斐素直（2015）「財政改革と連邦最高裁判所」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 



73 

日本 アメリカ 

(ウ)繰越（carry over）の概念 

・補助金の繰越とは、会計年度間の繰越を

指す 

・会計年度独立の原則のため、繰越には国

の承認が必要となる 

・補助金の繰越とは、研究年度間の繰越を

指し、「会計年度間を繰越す」という概念が

ない 

・研究年度は各資金配分機関が設定する年

度であるため、繰越の可否も各資金配分機

関の規則に基づく 

 

以上の相違点を踏まえると、日本の補助金制度について、次の課題が考えられる。67 

・複数年度に渡るプロジェクトであっても、単年度ごとに補助金の精算を行う必要が

あるため、事務手続上、年度末に業務が集中し、年度の変わる前後（３～４月）に

研究者が補助金を使用できない期間が生じる 

・補助金の繰越には国の承認が必要となり、承認されるための要件も限定的であるた

め、年度末に使い切ろうとするインセンティブが働く傾向にある 

 

アメリカの制度では、予算と現金支出を分けて管理する必要があることから、日本と

比べ管理が煩雑になることは避けられないが、当該制度が、補助金の柔軟な運用を可能

にしている側面はある。 

 

下図は、これらの相違点のまとめとして、日本とアメリカにおける補助金の予算管理

について図示したものである。なお、アメリカについては、資金配分機関によっても内

容が異なるため、NSFを例にとって図示している。 

 

図表 58 日本の補助金の予算管理68 

 

 

 

                                                   
67 広田秀樹（2010）「国家会計制度と競争的資金制度」 
68 科学技術政策研究所 講演録－212（2007）「研究費会計制度の日米比較」をもとに有限責任監査法人トーマツが作

成 

採択審査

４月 ４月 ４月 ４月３月 ３月 ３月 ３月

日本の政府予算

競争的資金の予算管理
（資金配分機関の予算管理）

大学における競争的資
金の執行形態 予算使用期間 予算使用期間 予算使用期間

予算ゼロ期間 予算ゼロ期間

会計年度
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図表 59 アメリカの補助金の予算管理（NSFの場合）69 

 

  

なお、日本においても、補助金制度運用の柔軟性を高めるため、一部の補助金に基金

が導入される等の対策が実施されている。その点については、次節にて詳細を述べる。 

 

③ 補助金の申請・繰越手続等 

前節を踏まえ、直近の補助金制度の規則について、より具体的な調査を行った。すな

わち、次の事業における要綱等を比較し、相違していると考えられる点を整理する。 

 

日本の平成 29年度競争的資金の補助金のうち、金額的重要性が高い次の２事業にお

ける直近のプログラム 

・文部科学省 科学研究費助成事業（科学研究費補助金／学術研究助成基金助成金） 

（資金配分機関は独立行政法人日本学術振興会） 

・厚生労働省 医療研究開発推進事業費補助金 

（資金配分機関は国立研究開発法人日本医療研究開発機構） 

 

アメリカの大学に対し、多額の補助金を支出している次の２機関における直近のプ

ログラム 

・NSF（Standard Grant／Continuing Grant） 

・NIH 

 

日本の補助金について、調査した結果の概要は下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
69 科学技術政策研究所 講演録－212（2007）「研究費会計制度の日米比較」をもとに有限責任監査法人トーマツが作

成 

採択審査

10月 10月 10月 10月９月 ９月 ９月 ９月

連邦政府予算

NSFの予算管理

大学における競争的資金
の執行形態

会計年度
連邦政府は多年度予算をAppropriationとして立法、１年毎の現金支出をOut Lay

として管理。

Appropriation Appropriation Appropriation Appropriation

Multi year Award

Award Year Award Year Award Year
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図表 60 日本の補助金の概要70 

項目 
独立行政法人 

日本学術振興会 

独立行政法人 

日本学術振興会 

国立研究開発法人 

日本医療研究開発機構 

名称 

【科学研究費補助金】 

科学研究費助成事業 

基盤研究（A） 

【学術研究助成基金助

成金】 

科学研究費助成事業 

基盤研究（C） 

医療研究開発推進事業

費補助金 

創薬等ライフサイエン

ス研究支援基盤事業 

プロジェ

クト期間 
３～５年間 ３～５年間 最長５年間 

募集回数

(年) 
１回 １回 ３回 

審査期間

（申請～

採択） 

以下が一般的 

１．公募及び申請：９月

上旬～11月上旬 

２．審査:12 月上旬～３

月中旬 

３．内定通知：４/１ 

同左 

以下は一例 

１.応募：12 月下旬～１

月下旬 

２.書面評価：１月下旬

～２月中旬 

３.ヒアリング：２月中

旬～３月上旬 

４．採択可否の通知：３

月上旬～中旬 

５.交付申請書審査：３

月中旬～下旬 

６．交付決定：４月上旬 

繰 越 可

否、及び

繰越の要

件 

繰越事由に該当する場

合、繰越可能であるが国

の承認が必要 

繰越制度を利用できな

い場合、調整金制度を利

用して次年度使用が可

能となる場合がある 

事前手続なく、繰越可能 
国が定める繰越事由に

該当する場合、繰越可能 

 

上記のとおり、科学研究費助成事業には、大きく分けて科学研究費補助金と学術研究

助成基金助成金の２種類がある。いずれも上記事業に限らず、公募は原則として年に１

回であり、スケジュールも固定的である。 

                                                   
70 各資金配分機関ホームページをもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

 〔https://www.jsps.go.jp/〕、〔https://www.amed.go.jp/〕 
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科学研究費補助金は、単年度ごとに支給される補助金であり、繰越は気象の関係や資

材の入手難等、限られた場合にしか認められない。ただし、平成 25年度から調整金制

度が導入されており、繰越制度の要件に合致しない場合や繰越申請期限以降に繰越事

由が発生した場合において、当該未使用額を次年度使用することで、より研究が進展す

ると見込まれる場合には、研究者または研究機関は、これをいったん国庫に返納したう

えで、次年度の調整金として、未使用額全額を上限として配分を受けることができる。

（当該制度の利用により、繰越のみならず補助金を前倒し使用することも可能である。）

なお、予算の状況により、実際の配分額が希望額を下回る可能性もあるため、留意が必

要である。 

学術研究助成基金助成金は、研究費の柔軟な執行を可能にするため、平成 23年度に

創設された基金制度である。複数年度の研究期間全体を通じた研究費が確保されてい

るため、研究者または研究機関は、研究期間中手続きなく繰越することができ、前倒し

使用することも可能である。  
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図表 61 学術研究助成基金助成金及び調整金制度の導入について71 

・学術研究助成基金助成金 

 

 

・調整金制度 

 

 

学術研究助成基金助成金や調整金制度の導入は、現状、科学研究費助成事業の一部の

プログラムに限定されており、実際、医療研究開発推進事業費補助金については、原則

どおり、繰越は限られた場合にしか認められていない。なお、繰越手続きの事務負担緩

和を目的として、2012 年、競争的資金における繰越事由や書類の簡素化・標準化が行

                                                   
71 独立行政法人日本学術振興会（2017）「科研費パンフレット 2017」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

当
初
予
定

変
更
後

100万円 100万円 100万円 100万円

100万円
70万円 80万円 100万円

30万円（前倒し分）

30万円（前倒し分） 20万円（次年度使用分）

20万円（次年度使用分）

前倒し使用が可能 繰り越しに関する手続き不要

初年度 4年度3年度2年度

当
初
予
定

変
更
後

100万円 100万円 100万円 100万円

100万円 70万円 70万円
100万円

初年度 4年度3年度2年度

30万円（調整金） 30万円（減額分）
10万円(繰越し)

調整金
※2年度の当初内約額
から30万円を減額

※3年度の20万円の未
使用額を国庫に返納

20万円(未使用額)

国庫へ

10万円(繰越し)

調整金

※初年度に調整金（30万
円）を当初内約額に追加

配分

※4年度に調整金（20万
円）を当初内約額に追加

配分

20万円（調整金）

前倒し使用が可能 次年度使用が可能



78 

われている。72 

一方、アメリカの補助金については、次のとおりである。NSFの補助金には、大きく

分けて基本グラント（Standard Grant）と継続グラント（Continuing Grant）の２種類

がある。基本グラントは、比較的規模の小さい研究に適用されることが多いグラントで

あり、研究初年度に、研究期間全体（複数年）の予算執行権限を一括して付与する点を

特徴とする。したがって、繰越という概念がない。73 

継続グラントは、比較的規模の大きい研究に適用されることが多いグラントであり、

予算執行権限は年度ごとに付与される。73 

NIHの R01グラントは、NIHのグラントの中で最も一般的であり、支給は単年度ごと

であるが、研究期間は比較的長く、原則として繰越が自由であるため、研究の状況に応

じて柔軟に対応することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
72 内閣府（2012）「繰越手続きの書類に関する取扱について」 
73 独立行政法人科学技術振興機構（2007）「米国における競争的資金の会計制度とマネジメントの柔軟性」 
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図表 62 アメリカの補助金の概要74 

項目 NSF NSF NIH 

名称 

【基本グラント】 

EPSCoR Research 

Infrastructure 

Improvement Track 4: 

EPSCoR Research 

Fellows (RII Track-4) 

【継続グラント】 

Leading Engineering 

for America's 

Prosperity, Health, 

and Infrastructure 

(LEAP HI) 

NIH Research Project 

Grant Program (R01) 

プロジェ

クト期間 
24か月間 最長５年間 

１～５期（通常１期12か

月間) 

募集回数

(年) 
１回 ２回 標準的な受付は３回 

審査期間

（申請～

採択） 

以下が一般的 

PHASE I 公募及び申請： 

90日 

PHASE Ⅱ レビュー及び

審査:６か月 

PHASE Ⅲ 授与審査: 

30日 

同左 

以下は一例 

１.応募準備：２か月半 

２.申請：～６月まで 

３.初期ピアレビュー：

10月または 11月 

４．２次レビューを通っ

た迅速対応案件に係る

資金拠出の開始：11月～ 

５.その他案件に対する

資金拠出：２月～ 

繰 越 可

否、及び

繰越の要

件 

Standard Grantのため、

繰越の概念がない 

仕様書内には明記はな

いが、繰越可と考えられ

る。ただし、補助金額の

20％が残存している場

合は、合理的根拠を示す

必要がある 

一部事前承認の手続が

必要な補助金もあるが、

大部分は自動的に繰越

可 

 

  

以上の各補助金の概要等を踏まえ、次の相違点が考えられる。 

 

 

 

 

                                                   
74 各資金配分機関ホームページをもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

 〔https://www.nsf.gov/〕、〔https://www.nih.gov/〕 
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図表 63 補助金制度の規則における日本とアメリカとの比較 

日本 アメリカ 

A) 補助金の申請タイミング 

・１年に１回のみ募集を行う補助金が多い ・多くの補助金が１年に複数回募集を行っ

ている 

B) 補助金の申請から採択までの期間 

・６か月程度 ・10か月程度 

C) 繰越の規則 

・繰越できる場合は限定的であり、全て国

の承認が必要である 

・基金制度や調整金制度により、繰越が柔

軟に実施できるようになったものの、当該

制度が導入されている事業は一部に留まっ

ている 

・繰越の自由度が比較的高い 

 

A）について、例えば上記で挙げた創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業のよう

に、年間複数回公募を実施している事業もあるが、科学研究費助成事業をはじめとして、

日本の競争的資金の多くは年に１回の公募である。前節にて述べたとおり、日本の補助

金は会計年度単位で管理されるため、会計年度にあわせたスケジュール設定の補助金

が多いと考えられる。 

また、B）のとおり、補助金の申請から採択までの期間は、日本に比べアメリカの方

が長く、また、C）のとおり、繰越の柔軟性については、日本に比べアメリカの方が高

いと考えられる。 

なお、繰越の規則に関連して、アメリカの競争的資金制度には、Expanded Authority

と呼ばれる仕組みがある。Expanded Authority とは、Office of Management and Budget

（以下、「OMB」）等の機関が、大学の競争的資金管理能力を審査して、十分な管理能力

があると認めた場合、本来資金配分機関が持っていた繰越等の権限を、大学に付与する

仕組みのことである。75 アメリカでこのような仕組みが成立した背景として、大学に競

争的資金を管理するための高度な専門職である University Research Administrator

（以下、「URA」）が在籍していることや、資金配分機関と大学との協議機構である

Federal Demonstration Partnership（以下、「FDP」）が存在していることが考えられる。

これらの内容については、次節にて述べる。 

 

④ 競争的資金に関する事務体制 

競争的資金に関連して、資金配分機関側にプログラム・ディレクター（以下、「PD」）

及びプログラム・オフィサー（以下、「PO」）、大学側に URAと呼ばれる専門家が在籍し、

                                                   
75 広田秀樹（2010）「アメリカの科学技術系競争的資金制度の卓越性を実現するファクターズ」 
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相互に連携を図りながら、競争的資金の制度を支えているという側面がある。以下、こ

れら PD・POや URAについて、日本とアメリカを比較する。 

 

A) PD・POについて 

資金配分機関において、PD とは競争的研究資金制度と運用について統括する研究経

歴のある高い地位の責任者であり、PO とは各制度の個々のプログラムや研究課題の選

定、評価、フォローアップ等の実務を行う研究経歴のある責任者のことである。76  

アメリカでの歴史は古く、1950 年に NSF が連邦政府の資金配分機関として誕生した

際、大学をはじめとする公的機関に効果的な公的資金助成を行うシステムとして導入

された。資金配分に、その対象となる研究開発を熟知した人材が評価の運営等に関与す

ることで、資金配分のパフォーマンスやアカウンタビリティを確保・向上させることを

目的としている。77「２.財政制度における比較 ①研究開発予算の構造」で述べたとお

り、アメリカでは、特に資金配分機関が強い権限を持つため、効果的な資金配分を実現

すべく、機関内に専門職を配置する要請が高かったと考えられる。 

日本では、以前はプログラムの採択に際して、外部専門家を中心とした評価が中心で

あったが、競争的研究資金制度改革により、平成 15年度から PD及び POが本格導入さ

れた。 

ただし、現状の日本とアメリカでは、次のとおり、特に勤務形態について差異がある。 

 

 

 

 

 

 

図表 64 資金配分機関の POについて78 

項目 

日本 アメリカ 

独立行政法人 

日本学術振興会 

国立研究開発法人 

科学技術振興機構 
NSF（米） NIH（米） 

人数 111人（2010年） 145 人（2010年） 525人（2009年） 約 1,100 人 

勤務 

形態 

非常勤 

※大学等の第一線

の研究者 

非常勤 

常勤（終身：49%） 

常勤（任期付き：

39%） 

非常勤（12%） 

※Ph.D又は同等の

経験が必要 

常勤 

                                                   
76 総合科学技術会議（2003）「競争的研究資金制度改革について（意見）」 
77 独立行政法人科学技術振興機構（2005）「第３回プログラムオフィサーセミナー資料」 
78 科学技術・学術審議会 学術分科会（2010）「第 40回 参考資料２」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 
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項目 

日本 アメリカ 

独立行政法人 

日本学術振興会 

国立研究開発法人 

科学技術振興機構 
NSF（米） NIH（米） 

業務 

内容 

・審査委員候補者

の選定 

・審査会への出席 

・審査結果の検

証・評価 

・助成事業等に対

する助言・提言 

・担当する研究領

域における募集／

先行方針の決定 

・新規研究課題の

審査・選考 

・研究領域内の各

課題研究費配分 

・研究課題に係る

研究開発計画査定 

・研究課題評価全

般の実施 

・外部評価者の選

定 

・外部評価（メー

ルレビュー、パネ

ルレビュー等）の

実施 

・採択候補課題案

の作成 

・課題毎に審査報

告書を作成 

・評価委員会の委

員の選定 

・評価委員会によ

る第一次評価（メ

ールレビュー、パ

ネルレビュー等）

の実施 

・採択候補課題案

の作成 

・課題毎に審査報

告書を作成 

・各研究所のカウ

ンシルによる第２

次評価の実施 

審査 

件数 

26,000件/ 

104,000件 

（約 25%） 

2,800件/ 

13,000件 

（約 22%） 

15,000件/ 

45,000件 

（約 32%） 

9,000件/ 

43,000 件 

（約 21%） 

備考 

・採択には関与し

ない（採択候補課

題は審査会が決

定） 

・採択に関与（外

部のアドバイザー

の協力を得つつ、

審査・選考） 

・研究領域の運営

責任者として、研

究領域全体の運営

方針決定及びマネ

ジメントを実施 

・採択に関与（外

部評価を参考に、

採択候補課題案を

作成） 

・任期付きの PO

（ローテーター）

は、元の所属機関

との関係を残した

まま勤務。週一日

程度所属機関に戻

り、研究活動に従

事可能 

・採択に関与（第

一次評価を参考

に、第 2 次評価に

かける採択候補課

題案を作成） 

・内部研究所の研

究員から、POとな

るキャリアパスが

ある 

 

日本の場合、資金配分機関の PD・POはほとんどが非常勤であり、例えば直近の独立

行政法人日本学術振興会（以下、「JSPS」）の POの勤務条件も以下のとおりであり、常

勤を主とするアメリカとは違いがある。また、JSPSの POについては、審査の透明性・

公平性を重視し、プログラムの採択そのものには関与しない点も特徴的である。 
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図表 65 JSPSの POの勤務条件（平成 30年度）79 

職名 非常勤 非常勤 

主任研究員 専門研究員 

勤務形態 本会業務に従事（年 340時間以上、月

28 時間程度 ※会議出席時間及び学

術研究動向調査に係る時間は除く） 

本会業務に従事（年 340時間以上・月

28 時間程度 ※会議出席時間及び学

術研究動向調査に係る時間は除く） 

主な業務 ＜実務関係＞ 

・専門調査班のとりまとめ 

・審査体制に関する提案・助言 

審査委員等の候補者案の作成 

・審査・評価結果の検証・分析 

・顕彰事業における予備審査等 

＜会議関係＞ 

・主任研究員会議 

・専門調査班会議 

・ワーキンググループ 

・審査回答、その他の会議 

＜学術研究動向調査＞ 

・学術研究動向に関する調査・研究 

・学術振興方策に関する調査・研究 

＜実務関係＞ 

・審査体制に関する提案・助言 

・審査委員等の候補者案の作成 

・審査・評価結果の検証・分析 

・顕彰事業における予備審査 等 

＜会議関係＞ 

・専門調査班会議 

・審査回答、その他の会議 

＜学術研究動向調査＞ 

・学術研究動向に関する調査・研究 

待遇 実務にかかる謝金 

月額 110,000 円（税込み） 

実務にかかる謝金 

月額 92,000円（税込み） 

会議出席謝金 

日額 150,000 円（税込み） 

会議出席謝金 

日額 15,000円（税込み） 

来会に伴う旅費・宿泊費 来会に伴う旅費・宿泊費 

その他、振興会の業務遂行に必要な経

費（実費） 

その他、振興会の業務遂行に必要な経

費（実費） 

学術研究動向調査等研究費 学術研究動向調査等研究費 

 

B) URA について 

文部科学省の「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」

事業によれば、URAは、大学等において、研究資金の調達・管理、知財の管理・活用等

を総合的にマネジメントできる研究開発に知見のある人材と定義されている。具体的

には、研究開発や産学連携の複数プロジェクトに係る申請、競争的資金等の企画・情報

収集・申請、 採択後の運営・進行管理、情報収集、交渉等が業務として挙げられる。

                                                   
79 独立行政法人日本学術振興会（2017）「学術システム研究センター研究員の勤務条件」をもとに有限責任監査法人ト

ーマツが作成 
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80 もとはアメリカに古くから存在する専門職（URA の起源は、1940 年代に、アメリカ

の大学が、マンハッタン計画等大型研究プロジェクトの推進支援機能を必要としたこ

とにあるといわれている）81であり、日本の大学においても平成 24 年度開始の同事業

をきっかけとして、導入が進んだ。 

同事業の結果、海外調査等に基づいて URA に求められる実務能力（URA スキル標準）

が明文化され、URA の研修・教育プログラムが作成される等、URA機能の土台は整備さ

れつつある。ただし、次の調査結果からも分かるとおり、URAの育成・確保の充実化に

ついて、改善傾向にあるものの、まだ十分とはいえない。 

 

図表 66 URAの育成・確保に関する意識調査82 

Q. 研究活動を円滑に実施するため業務に従事する専門人材（URA）の育成・確保は十分なさ

れていると思いますか？ 

年度 指標（※） 

2011 1.9（著しく不十分との認識） 

2012 2.0（著しく不十分との認識） 

2013 2.2（著しく不十分との認識） 

2014 2.3（著しく不十分との認識） 

2015 2.4（著しく不十分との認識） 

※指標の解釈は以下のとおりである。 

指標の範囲 解釈 

5.5以上 状況に問題はない 

4.5以上〜5.5未満 ほぼ問題はない 

3.5以上から 4.5未満 不十分 

2.5以上から 3.5未満 不十分との強い認識 

2.5未満 著しく不十分との認識 

 

また、アメリカには、URAの専門資格である Certified Research Administrator（以

下、「CRA」）があり、非営利団体 Research Administrators Certification Councilが

認定試験を実施、合格者に対し CRAの認証を行っている。日本には、まだ認証制度は存

在しておらず、専門職としての浸透度の点でアメリカと違いがあると考えられる。（た

だし、例えば東京大学では、書類や面接等による URA学内認定制度や、それを踏まえた

人事制度の制度設計等を検討している）83 

 

                                                   
80 文部科学省「リサーチ・アドミニストレーター（URA）を育成・確保するシステムの整備 平成 29年度事業概要」 
81 髙橋真木子（2016）「URAの定着におけるスキル標準の役割とそれを用いた機能分析」 
82 文部科学省 科学技術・学術政策研究所（2016）「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP定点調査 2015）」

をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 
83 東京大学（2016）「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備 平成 26～27年度 成果報

告書」 



85 

C) FDP について 

FDPとは、資金配分機関や、資金の受け手たる大学等の研究機関、その他関連団体か

ら構成される協議機構である。FDPは、資金配分機関と研究機関が協力して、競争的資

金制度の改善策を研究し、事務手続きの合理化及び事務負担の軽減を図り、研究者が研

究に注力できる環境を構築することを目的として、1986年に発足した。84 

FDPによる取組の結果、競争的資金の費目間流用や繰越、期間延長等に関する制度運

用上の柔軟化や、事務の電子化等が実現85し、研究者の研究時間拡大が実現した。また、

FDP は大統領府 科学技術政策局・行政予算管理局等の連邦政府機関や、National 

Academy of Science等の学者グループとも緊密な関係を構築しており、それら機関か

らの支援を受けることも可能であるし、FDPの活動が、連邦政府レベルの科学技術政策

の高度化に影響を与えることも可能にしている。 

日本においては、このような連合体は存在せず、その点もアメリカと異なっていると

いえる。 

 

図表 67 FDPの位置づけ86 

 

 

⑤ 基盤的経費の繰越 

次に、競争的資金にあたらない（いわゆる基盤的経費）、日本の国立大学法人に対す

る運営費交付金や、アメリカの州立大学に対する州政府交付金（State Appropriation）

に関しても、剰余金が生じた場合に繰越す制度が存在しており、その相違について述べ

る。 

                                                   
84 高橋宏（2008）「米国の競争的資金の柔軟な会計制度とそれを実現してきた米国の仕組み」 
85 FDPホームページ〔http://sites.nationalacademies.org/PGA/fdp/PGA_054588） 
86 広田秀樹（2010）「アメリカの科学技術系競争的資金制度の卓越性を実現するファクターズ」をもとに有限責任監査

法人トーマツが作成 

FDP

FA
Institutes

（研究大学等）

連邦政府機関（OSTP・OMB）
学者グループ
（NAS）
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日本の国立大学法人に対して予算措置された運営費交付金について、国立大学法人

の経営努力による経費節減等を通じ、剰余金が生じた場合、損益計算上利益として計上

される。当該利益は、次のように処理される。（国立大学法人法第 32 条及び第 35 条、

独立行政法人通則法第 44条） 

 

・損益計算において、利益を生じた場合、前事業年度から繰越した損失がある場合は、

当該損失に充当する。 

・損失に充当してもなお残余がある場合は、当該金額の全部または一部を、文部科学大

臣の承認を受けたうえで、目的積立金として積立て、国立大学法人が中期計画にてあら

かじめ定めた剰余金の使途に充てることができる。（目的積立金として積立てた以外の

金額は、積立金として処理される。） 

・中期計画の最終年度にて、目的積立金に残余がある場合、いったん全て積立金として

整理したうえで、文部科学大臣の承認を受け、次期中期目標期間の中期計画にて定めた

使途に充てることができる。繰越が認められなかった金額については、国庫納付金とし

て国に返納する。 

 

目的積立金として認定される金額は、法人の経営努力により生じた利益であるとさ

れており（国立大学法人会計基準第 71）、具体的には、「学生収容定員に対する在籍者

の比率が一定以上かどうか」等によって経営努力の有無が判断される。87 

なお、目的積立金の承認は、毎年度、文部科学省が財務省と協議のうえで決定される

ため、承認時期が下期以降となり、中長期にわたって戦略的・計画的な資金計画を立て

ることが困難であるという課題がある。88 

一方、アメリカでは、州によって状況が異なっている。独立行政法人国立大学財務・

経営センター（現大学改革支援・学位授与機構）が、2008 年に、州高等教育管理者協

会（State Higher Education Executive Officers、以下、「SHEEO」）と共同で行った調

査89によれば、次のとおり、個別機関（大学）レベルで繰越可能な州が 24州、行政府

で管理する州が 14州となっている。 

また、行政府や議会が繰越権限を所有していると回答したルイジアナ州及びノース

カロライナ州においても、州政府交付金総額の一定割合（2～2.5％）を上限として、個

別機関に繰越を認めているケースがある。90 この点、文部科学大臣の承認がなけれ

ば、繰越すことができない日本の国立大学法人と違いがあるといえる。 

 

 

                                                   
87 文部科学省（2004）「剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等にいて」 
88 一般社団法人国立大学協会（2015）「国立大学法人の直面する問題点」 
89 当該調査は、アメリカの SHEEO agenciesと呼ばれる仲介機関（理事会等）または大学システムに対して、調査票を

配布・回収・集計したものであり、50州中 39州から回答を得ている。 
90 独立行政法人国立大学財務・経営センター（2009）「研究報告第 11号」 
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図表 68 州政府交付金の繰越権限の所有者（複数回答可）91 

繰越権限の所有者 回答数 

個別機関 24州 

システム・理事会 ５州 

行政府（知事・州財務局） 14州 

議会 ５州 

合計（のべ数） 48州 

 

  

                                                   
91 独立行政法人国立大学財務・経営センター（2009）「研究報告第 11号」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 
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3. 会計基準・税制・監査制度における比較 

① 大学の会計基準 

日本の国立大学法人には、国立大学法人会計基準が適用され、「国立大学法人会計基

準」に定めのない内容については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従う

ものとされている。（国立大学法人法施行規則第 13 条）また、国立大学法人会計基準

（以下、「国大基準」）を補足する役割として、「国立大学法人会計基準注解」（以下、「国

大基準注解」）や、「『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」（以下、「国大基準実務指針」）がある。 

 一方、アメリカの会計基準については、Financial Accounting Standards Board

（以下、「FASB」）が営利企業の会計基準を設定しているのに加え、非営利組織の会計基

準も設定している。また、そのほか政府機関の会計基準として、Federal Accounting 

Standards Advisory Board（以下、「FASAB」）が連邦政府の会計基準を、Governmental 

Accounting Standards Board（以下、「GASB」）が州・地方政府の会計基準を設定してい

る。92 

州立大学についていえば、公立の高等教育機関として、原則として GASB発行の会計

基準が適用される。93 以下、調査対象として 2015年度カリフォルニア州立大学の財務

諸表（注記を含む。以下、「カリフォルニア州立大学財務諸表」）を分析し、国大基準に

基づく処理と異なると考えられる点をピックアップした。相違点の一覧は次のとおり

である。 

 

 

図表 69 国立大学法人の会計処理とカリフォルニア州立大学財務諸表の比較 

国立大学法人 カリフォルニア州立大学 

A) 作成する財務諸表（注記及び附属明細書を除く） 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・キャッシュ・フロー計算書 

・利益の処分又は損失の処理に関する書類 

・国立大学法人等業務実施コスト計算書 

・貸借対照表 

・損益計算書及び純資産等変動計算書 

・キャッシュ・フロー計算書 

B) 収益 

・施設費及び科学研究費補助金等は、原則

として収益計上されない 

・その他の補助金は、入金時に負債計上し、

予算執行時に資本剰余金、別科目の負債ま

たは収益等に振替えられる 

・Grant（補助金）は、獲得の要件を満たし

た時点で収益計上される 

                                                   
92 古市峰子（2002）「米国の公会計制度の仕組みとわが国へのインプリケーションについて」 
93 National Center for Education Statistics ホームページ「History of the Finance Forms」 

 https://nces.ed.gov/ipeds/report-your-data/data-tip-sheet-distinguishing-finance-standards-fasb-gasb 
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国立大学法人 カリフォルニア州立大学 

・運営費交付金は、入金時に負債計上し、そ

の後期間進行基準・費用進行基準・業務達

成基準に分けて収益化される 

・州政府交付金は、交付が承認された時点

で収益計上される 

C) 費用 

・財源が措置されている（退職給付等）と見

込まれる場合は、引当金を計上しない 

・財源措置に関係なく引当金は計上される 

・国立大学法人にはない引当金（有給休暇

引当金）がある 

・施設費等を財源として購入した固定資産

の減価償却費は、費用計上せず、資本剰余

金に直入される 

・固定資産の減価償却費は、財源に関係な

く費用計上する 

・図書は取得時に固定資産として計上し、

除却時に費用処理される 

・図書は取得時に固定資産として計上し、

耐用年数を 10 年として減価償却処理され

る 

D) 貸借対照表 

・純資産の構成は次のとおりである 

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金（または繰越欠損金） 

その他有価証券評価差額金 

・純資産の構成は次のとおりである 

Net investment in capital assets 

（資本的資産への純投資） 

Restricted（制限付純持高） 

Unrestricted（非制限純持高） 

・退職給付引当金における未認識過去勤務

費用及び未認識数理計算上の差異は、退職

給付債務の加減項目として扱われ、一定年

数を通じて徐々に費用化（収益化）される 

・退職給付引当金における未認識過去勤務

費用及び未認識数理計算上の差異は、繰延

資源流出（繰延資源流入）として計上され、

一定年数を通じて償却される 

E) 表示 

・貸借対照表は固定性配列法である ・貸借対照表は流動性配列法である 

・損益計算書は費用・収益の順に表示され

ている 

・損益計算書は収益・費用の順に表示され

ている 

 

以下、項目ごとに詳細を述べる。 

A) 作成する財務諸表（注記及び附属明細書を除く） 

日本の国立大学法人には、「利益の処分又は損失の処理に関する書類」及び「国立大

学法人等業務実施コスト計算書」の作成が求められており（国大基準第 39）、州立大学

では作成しない財務諸表である。 

利益の処分又は損失の処理に関する書類は、国立大学法人等の当期未処分利益の処

分又は当期未処理損失の処理の内容を明らかにするために作成される。（国大基準第 44）

当期未処分利益のうち、どれだけの金額を目的積立金（「２．財政制度における比較 ⑤
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基盤的経費の繰越」参照）として文部科学省から承認を受けようとしているのかについ

ても、当該財務諸表にて示される。（国大基準第 69） 

また、国立大学法人等業務実施コスト計算書は、国立大学法人の業務運営に関して国

民が負担するコストを集約し、情報開示の徹底を図り、納税者である国民の国立大学法

人における業務に対する評価及び判断に資するための書類である。（国大基準注解 38）

国立大学法人等の損益計算書は、法人の運営状況を表示する書類であり、ここに計上さ

れる損益は、法人の業績を示す損益であって必ずしも納税者にとっての負担とは一致

しない。例えば、損益計算書と国立大学法人等業務実施コスト計算書について、次のよ

うな違いがある。 

 

図表 70 損益計算書及び国立大学法人等業務実施コスト計算書の違い 

勘定科目 損益計算書（※１） 

国立大学法人等 

業務実施コスト計算書 

（※１） 

業務費 △1,000 △1,000 

運営費交付金収益（※２） 960  

授業料収益 240 240 

損益外減価償却相当額（※３） 

 

100 

引当外退職給付増加見積額 

（※３） 
100 

機会費用（※４） 10 

当期純利益又は 

国立大学法人等業務実施コスト 
200 △550 

（※１）本来、損益計算書では収益から費用を減じて利益が算定されるのに対し、国立大学

法人等業務実施コスト計算書では、費用から収益を差し引いてコストが算定される。ただ

し上表では、両者の相違点を明瞭にするため、両者ともに費用をマイナス、収益をプラス

として記載している。 

（※２）運営費交付金収益が増えると、損益計算書上は収益であるが、納税者の負担は増加

することになるため、国立大学法人等業務実施コスト計算書上は収益計上されない。 

（※３）後述のとおり、国立大学法人の損益計算書には、コストであるにも関わらず、費用

計上されない項目がある。しかし、納税者が負担するコストであるため、国立大学法人等

業務実施コスト計算書上は費用計上される。 

（※４）国立大学法人等業務実施コスト計算書上、国又は地方公共団体の財産や出資等を利

用することから生じる機会費用（例えば、国の施設・設備を無償で使用している場合の、

本来の使用料相当分）が費用計上される。 

 

なお、１年間の純資産の変動額の内訳を示す純資産等変動計算書について、カリフォ
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ルニア州立大学では作成されている一方、国立大学法人では作成されていない。ただし、

国立大学法人は、附属明細書にて当該情報を開示しており（「資本金及び資本剰余金の

明細」、「積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細」）、純資産情報を補完している。 

 

B) 収益 

施設費は、国の予算上は施設整備費補助金として計上され、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律等にしたがって交付され（国大基準実務指針 Q79-2）、受領時

に預り施設費として負債計上される。（国大基準第 79）施設費は、主に固定資産の取得

に充てられ、固定資産取得時に、取得に充当された金額が、負債から資本剰余金に振り

替えられるため、原則として収益計上されない。（国大基準注解 57） 

 

図表 71  施設費の会計処理（日本） 

・施設費受領（100）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）100 

（預り施設費）100  

― ― 純資産  

―  

 

・施設費を財源とした固定資産取得（90）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現金預金）10 

（固定資産）90 

（預り施設費）10  

― ― 純資産  

（資本剰余金）90  

 

また、科学研究費補助金をはじめとする、法人ではなく研究者等を対象とする補助金

を受領した場合は、間接費相当額を除き、受領時に預り科学研究費補助金等として負債

計上される。（国大基準注解 Q62-2）当該財源により支出が生じた場合には、支出に充

当された金額が取り崩されるのみであり、原則として収益計上されない。 
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図表 72 科学研究費補助金等の会計処理（日本） 

・科学研究費補助金等受領（100）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）100 

（預り科研費）100  

― ― 純資産  

―  

 

・科学研究費補助金等を財源とした支出（90）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）10 

（預り科研費）10  

― ― 純資産  

―  

 

国立大学法人におけるその他の補助金についても、受領時は預り補助金等として、い

ったん負債計上される。（国大基準第 80）当該補助金を財源として、支出が生じた場合、

支出の内容が非償却資産（減価償却の必要がない土地等の固定資産）の取得か、償却資

産（減価償却を必要とする建物等の固定資産）の取得か、費用かによって、次のとおり

会計処理が異なる。（国大基準第 80） 

国立大学法人が、当該補助金を財源として、非償却資産を取得した場合には、取得に

充当した金額が負債から資本剰余金に振り替えられるため、原則として収益計上され

ない。 

国立大学法人が、当該補助金を財源として、償却資産を取得した場合には、取得に充

当した金額が預り補助金等から資産見返補助金等という負債科目に振り替えられる。

さらに償却資産の減価償却処理にしたがって、減価償却費と同額が負債から資産見返

補助金等戻入という収益に振り替えられる。 

国立大学法人が、当該補助金を財源として、経費を支出し費用を計上した場合には、

支出に充当した金額が、負債から補助金等収益に振り替えられる。 

 

図表 73 補助金の会計処理（日本） 

・補助金受領（100）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）100 

（預り補助金）100  

― ― 純資産  

―  
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・補助金を財源とした非償却資産取得（90）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）10 

（固定資産）90 

（預り補助金）10  

― ― 純資産  

（資本剰余金）90  

 

・補助金を財源とした償却資産取得（90）時及び減価償却費計上（9）時 

【償却資産の取得】 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）10 

（固定資産）90 

（預り補助金）10 

（資産見返）90 

 

― ― 
純資産  

―  

 

【減価償却費の計上】 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）10 

（固定資産）90 

（減価償却累計額） 

△9 

（預り補助金）10 

（資産見返）81 

 

（減価償却費）9 （資産見返戻入）9 
純資産  

―  

・補助金を財源とした経費（費用）支出（90）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）10 

（預り補助金）10  

（経費）90 （補助金等収益）90 純資産  

―  

 

カリフォルニア州立大学の場合、補助金（Grant）は獲得の要件を満たした時点で収

益計上される。（カリフォルニア州立大学財務諸表注記（２）（r））特に、支出が生じて

初めて請求できるタイプの補助金（Expenditure-driven grant）の場合、支出が生じた

際に同額分だけ収益計上するため、特に固定資産を取得した場合の収益計上タイミン

グが、日本と大きく異なる。 
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図表 74  補助金の会計処理（アメリカ） 

・補助金（Expenditure-driven grant）を財源とした固定資産取得（90）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（未収入金）90 

（固定資産）90 

（未払金）90  

― （補助金収益）90 純資産  

（利益）90  

 

・補助金（Expenditure-driven grant）を財源とした経費（費用）支出（90）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（未収入金）90 

（未払金）90  

（経費）90 （補助金収益）90 純資産  

―  

 

また、国立大学法人において、運営費交付金を受領した場合、受領時に運営費交付金

債務として負債計上する。（国大基準第 78）その後、運営費交付金を、収益の計上基準

に応じて３つの区分（期間進行基準・費用進行基準・業務達成基準）に分類し、各々の

基準で定められたタイミングにしたがって、負債を運営費交付金収益に振り替えてい

く。（国大基準注解 56、国大基準実務指針 Q78-2） 

 

図表 75 運営費交付金の会計処理（日本） 

・運営費交付金受領（100）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）100 

（運営費交付金 

債務）100 

 

― ― 
純資産  

―  
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・運営費交付金収益計上（10）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現預金）100 

（運営費交付金 

債務）90 

 

― 
（運営費交付金 

収益）10（※） 純資産  

（利益）10  

（※）運営費交付金収益の計上タイミング及び計上金額は、次の３通りがある。 

 期間進行基準： 

期間の経過に応じて収益計上される。（当年度措置された運営費交付金が、１年間を

通じて、全て収益計上される。） 

 費用進行基準： 

   特定の支出のために運営費交付金が措置されている場合、当該支出額を限度として

収益計上される。 

 業務達成基準： 

一定の業務に対応することが明らかな運営費交付金が措置されている場合、当該業

務の達成度に応じて収益計上される。 

 

この点も、州政府交付金について、交付が承認された時点で収益計上される（カリフ

ォルニア州立大学財務諸表注記（２）（o））カリフォルニア州立大学と大きく異なって

いる。 

 

図表 76  州政府交付金の会計処理（アメリカ） 

・州政府交付金予算承認（100）時 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（未収入）100 

―  

― 
（州政府交付金 

収益）100 
純資産  

（利益）100  

 

C) 費用 

国立大学法人には、一般的にはコストととらえられる項目にも関わらず、費用計上さ

れないものが存在する。 

国立大学法人において、法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されている

と明らかに見込まれる将来の支出については、引当金が計上されないこととされてお

り（国大基準第 17）、運営費交付金により措置されることが明らかな退職給付引当金等

は、計上されない。一方、カリフォルニア州立大学については、そのような規定はなく、
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例えば退職給付引当金が予算措置に関わらず計上されている。（カリフォルニア州立大

学財務諸表注記（12）） 

さらに、カリフォルニア州立大学では、有給休暇引当金（Accrued compensated 

absences）が計上されているが（カリフォルニア州立大学財務諸表注記（２）（j））、国

立大学法人においては計上されていない。有給休暇引当金とは、有給休暇制度がある法

人において、期末時点で未消化分の有給日数（将来の有給休暇発生の可能性や、将来の

消化見込を考慮する）に応じた給与額を、負債計上するものである。なお、当該引当金

計上の有無については、日本の会計基準と、国際的な会計基準の差異として、企業会計

基準委員会でも取り上げられている。94 

また、国立大学法人において、施設費は、前述のとおり原則として収益計上されない

ことから、当該財源により償却資産を取得した場合、減価償却費に見合う収益がないこ

ととなる。損益均衡の観点から、減価償却費も損益外減価償却累計額として資本剰余金

のマイナス項目に計上され、費用計上されない。 

 

図表 77 施設費の会計処理（日本） 

・施設費を財源とした償却資産取得（90）時及び減価償却費計上（9）時 

【償却資産の取得】（再掲） 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現金預金）10 

（固定資産）90 

（預り施設費）10  

― ― 純資産  

（資本剰余金）90  

 

【損益外減価償却累計額の計上】 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（現金預金）10 

（固定資産）90 

（減価償却累計額） 

△9 

（預り施設費）10  

― ― 

純資産  

（資本剰余金） 

うち施設費 90 

うち損益外 

減価償却累計額△9 

 

 

一方、カリフォルニア州立大学においては、減価償却費は原則として費用計上される

ため（カリフォルニア州立大学財務諸表注記（２）（h））、国立大学法人の会計処理とは

異なっている。 

                                                   
94 企業会計基準委員会（2009）「引当金に関する論点の整理」 
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図表 78  補助金の会計処理（アメリカ） 

・補助金（Expenditure-driven grant）を財源とした償却資産取得（90）時及び 

減価償却費計上（9）時 

【償却資産の取得】（再掲） 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（未収入金）90 

（固定資産）90 

（未払金）90  

― （補助金収益）90 純資産  

（利益）90  

 

【減価償却費の計上】 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

（未収入金）90 

（固定資産）90 

（減価償却累計額） 

△9 

（未払金）90  

（減価償却費）9 （補助金収益）90 
純資産  

（利益）81 
 

 

また、図書の会計処理についても、次のとおり相違点が見られる。国立大学法人につ

いて、図書は取得時に固定資産として計上されるが、減価償却は実施されず、除却する

際に費用として認識される。（国大基準注解 34）一方、カリフォルニア州立大学につい

ては、図書は原則として取得時に固定資産として計上され、他の償却資産と同じく減価

償却費が計上される。（カリフォルニア州立大学財務諸表注記（２）（h）） 

 

D) 貸借対照表 

B）～C）で述べたとおり、会計処理が異なること等にも起因して、特に純資産の内訳

が大きく異なっている。 

国立大学法人の純資産の内訳は次のとおりである。（国大基準第 19、55、56） 
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図表 79 国立大学法人の貸借対照表における純資産の内訳 

項目 内容 

資本金 
国立大学法人に対する出資を財源とする払込資本に相当する。 

国立大学法人化時の、国からの出資等が該当する。 

資本剰余金 

資本金及び利益剰余金以外の純資産であって、贈与資本及び評価替

資本が含まれる。  

前述のとおり、補助金を財源として非償却資産を取得した場合や、施

設費を財源として固定資産を取得した場合等に計上される。 

また、前述の損益外減価償却累計額も資本剰余金のマイナス項目と

して計上される。 

利益剰余金 

国立大学法人の業務に関連し発生した剰余金であって、稼得資本に

相当する。 

損益計算書上の当期総利益や、目的積立金として積立てている金額

は利益剰余金に計上される。 

その他有価証券 

評価差額金 

 その他有価証券の取得原価と期末時点の時価との差額（評価差額）に

相当する。なお、その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目

的の債券及び関係会社株式及びその他の関係会社有価証券以外の有価

証券であり、長期的な時価の変動により利益を得ることを目的として

保有する有価証券が含まれる。（国大基準注解 24） 

 

一方、カリフォルニア州立大学の純資産の内訳は次のとおりである。95 特に利益の

使途が既に決まっているか否かによって、制限付純持高（restricted）と非制限純持高

（unrestricted）に分類しているところに特色がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
95 栗城綾子（2017）「米国公会計の二元観モデル」 
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図表 80 カリフォルニア州立大学の貸借対照表における純資産の内訳 

項目 内容 

資本的資産への純投資 

（Net investment 

 in capital assets） 

資本的資産の取得価額から減価償却累計額を減額し、当該資

産の取得、建設または改良のために発行された公債、ローン、

支払手形、その他借入金等の負債の未払残高を控除して計算さ

れる。 

制限付純持高 

（Restricted） 

制限付資産から関連する負債等を控除して計算される。通

常、資産が次のいずれかに該当する場合に、制限付資産に分類

される。 

第１に、剰余者（grantors）や寄付者（contributors）また

は法律その他政府機関の規制等により外部から使用が制限さ

れている場合である。 

第２に、憲法の条項または授権法規（enabling legislation）

によった法律により使用が制限されている場合である。 

非制限純持高 

（Unrestricted） 

資本的資産への純投資および制限付純持高に該当しない純

持高である。 

 

また、退職給付引当金に関連し、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異の

会計処理について、相違が見られる。 

未認識過去勤務費用とは、退職給付水準の改訂等に起因して発生した退職給付債務

の増加又は減少部分のうち、費用処理（費用の減額処理又は費用を超過して減額した場

合の利益処理を含む）されていないものをいう。（国大基準第 35） 

未認識数理計算上の差異とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用収益との差異、

退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等によ

り発生した差異のうち、費用処理されていないものをいう。（国大基準第 35） 

当該未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異は、国立大学法人の場合、退職

給付債務の加減項目として扱われ、一定年数を通じて徐々に費用化（収益化）される。

（国大基準第 35）一方、カリフォルニア州立大学の場合、繰延資源流出（Deferred 

Outflows of Resources）または繰延資源流入（Deferred Inflows of Resources）とし

て計上され、一定年数を通じて償却される。（カリフォルニア州立大学財務諸表注記（２）

（m）） 

以下、具体例を用いて会計処理を比較する。 
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図表 81  未認識数理計算上の差異における会計処理の比較 

●設定 

・年金資産は考慮外とする。また、過年度において、未認識過去勤務費用及び未認識数理計

算上の差異は生じていないものとする。 

・当初、期末の退職給付債務は 1,000と見積もられていたが、実績は 1,100 であった。（未

認識数理計算上の差異が新たに 100生じた。） 

・未認識数理計算上の差異は、当期から 5年間に渡り定額法にて償却する。（当期 20償却す

る。） 

 

●国立大学法人の会計処理 

【未認識数理計算上の差異の加減】 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

XX 

（退職給付引当金） 

1,000 

 

XX XX 
純資産  

XX  

※実際の退職給付債務金額は 1,100であるが、未認識数理計算上の差異（100）が減算され

て、退職給付引当金の金額は 1,000となる。 

 

【未認識数理計算上の差異の償却】 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

XX 

（退職給付引当金） 

1,020 

 

（退職給付費用）20 XX 
純資産  

XX  

 

●カリフォルニア州立大学の会計処理 

【未認識数理計算上の差異の加減】 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

XX 
（退職給付引当金） 

1,100 

 

XX XX 
繰延資源流出 純資産  

100 XX  
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【未認識数理計算上の差異の償却】 

貸借対照表  損益計算書 

資産 負債  費用 収益 

XX 
（退職給付引当金） 

1,100 

 

（退職給付費用）20 XX 
繰延資源流出 純資産  

80 XX  

 

E) 表示 

日本における貸借対照表の資産側は、表示上、流動資産（流動負債）、固定資産（固

定負債）の順に配列する（流動性配列法）ことが一般的である。しかし、国立大学法人

においては、固定資産が総資産の大部分を占め、重要性が高いことから、固定資産（固

定負債）、流動資産（流動負債）の順に配列する固定性配列法を採用している。（国大基

準第 50）一方、カリフォルニア州立大学は流動性配列法を採用している。 

一例として、2016 年度東京大学の貸借対照表の表示と、2015年度カリフォルニア州

立大学の貸借対照表の表示の一部抜粋を比較する。次のとおり、東京大学の貸借対照表

では固定、流動の順に配列されている一方、カリフォルニア州立大学の貸借対照表では

流動（Current）、固定（Noncurrent）の順に配列されている。  
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図表 82 東京大学とカリフォルニア州立大学の比較（貸借対照表一部抜粋） 

東京大学  カリフォルニア州立大学 

資産 負債  Assets Liabilities 

固定資産 固定負債 
 

Current assets 
Current 

liabilities 

有形固定資産 

 土地 

 ・・・ 

 資産見返負債 

 長期借入金 

 引当金 

・・・ 

  Cash and cash 

 equivalents 

 Accounts  

receivable, net 

・・・ 

Accounts payable 

Accrued salaries 

 and benefits 

 ・・・ 無形固定資産 

 特許権 

 ・・・ 

 

投資その他の資産 

 投資有価証券 

 ・・・ 

 

流動資産 流動負債 
 

Noncurrent assets 
Noncurrent 

liabilities 

現金及び預金 

未収入金 

・・・ 

預り補助金等 

未払金 

・・・ 

 Endowment  

investments 

Capital assets, 

net 

・・・ 

 Long-term debt 

   obligations 

Net pension  

liabilities 

 ・・・ 

 

損益計算書についても、国立大学法人は費用、収益の順で表示している（国大基準第

60）一方で、カリフォルニア州立大学は収益、費用の順で表示している点が異なってい

る。実際、次のとおり、東京大学の損益計算書では費用、収益の順に配列されている一

方、カリフォルニア州立大学の貸借対照表では収益（Revenues）、費用（Expenses）の

順に配列されている。 
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図表 83 東京大学とカリフォルニア州立大学の比較（損益計算書一部抜粋） 

東京大学  カリフォルニア州立大学 

経常費用  Revenues 

 業務費 

 ・・・ 

  Operating revenues： 

  Student tuition and fees 

   ・・・ 

経常収益  Expenses 

 運営費交付金収益 

 ・・・ 

  Operating expenses： 

  Instruction 

   ・・・ 

経常利益  Operating loss 

臨時損失  Nonoperating revenues（expenses） 

 固定資産除却損 

 ・・・ 

  State appropriations, noncapital 

 （revenues） 

 ・・・ 

 Interest expense（expenses） 

 ・・・ 

臨時利益  Income before other revenues 

固定資産売却益 

 ・・・ 

  ・・・ 

当期純利益  Increase in net position 

 

以上を踏まえると、次で述べるような課題が想定される。すなわち、 

・全体として、日本の国立大学法人とアメリカの州立大学では会計処理が大きく異なる

ため、日米の財務諸表間の比較が困難である 

・国立大学法人会計基準では、多くの収入がいったん負債計上されるため、流動比 率

や自己資本比率等の健全化指標について、この点を踏まえた分析が必要となる 

・国立法人会計基準では、収益計上されない収入や、費用計上されないコストがあり、

また、収益の計上タイミングも予算執行状況に左右されるため、年間を通じて獲得し

た収入や負担したコストが、損益計算書のみでは明確ではない 

・国立法人会計基準では、収益の会計処理に関し、多くの財源について入金時に負債計

上、予算執行内容（経費支出か固定資産取得か、償却資産か非償却資産か等）に応じ

て会計処理が異なるため、決算実務上煩雑であると考えられる 

 

なお、カリフォルニア州立大学の財務諸表を分析する過程で、資金調達に関する違い

も見られた。すなわち、日本の国立大学法人については、独立行政法人大学改革支援・

学位授与機構または金融機関からの借入金や、債券の発行が資金調達の手段である。
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（国立大学法人法第 33条）ただし、当該資金調達が認められるのは、資金使途が次の

場合のみであり（国立大学法人法施行令第８条）、借入の期間も最長で 25 年までであ

る。（国立大学法人法文部科学省令第 21条） 

・国立大学法人の附属病院の用に供するために行う土地の取得等 

・国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等 

・宿泊施設（学生寄宿舎、職員宿舎等）等の、収入が見込まれる施設の用に供するため

に行う土地の取得等であって、当該収入により借入金または債券を償還できる見込

みがあるもの 

 

一方、カリフォルニア州立大学は、Systemwide Revenue Bondプログラム（以下、「SRB

プログラム」）と呼ばれる資金調達制度を採用しており、SRB プログラムに基づいて、

いわゆるレベニュー債を発行している。当該レベニュー債は、保健施設収入や寄宿舎収

入、駐車場収入、学生の授業料等、複数の収入をまとめて１つの返済原資（担保）とし

てプールすることができることを特色としており（カリフォルニア州立大学財務諸表

注記（９）（b））、特定のプロジェクトを返済原資として借入を実施する日本とは異なっ

ている。また、借入使途についても、当該レベニュー債は、様々な学術施設の建設や維

持費等に充てることが可能であるほか、30 年超の長期借入も可能であり（カリフォル

ニア州立大学財務諸表注記（９）（c））、その点でも、日本の資金調達制度と違いがある。 

 

② 大学に関連する税制度 

個人が大学に対して寄附をした場合、日本及びアメリカともに所得税（income tax）

の優遇措置が設けられているが、その内容は次のとおり、異なっている。 

 

 

図表 84 日本とアメリカにおける寄附金控除の違い（平成 30年１月１日時点） 

日本 アメリカ 

・大学に対する寄附金は、指定寄附金また

は特定公益増進法人に対する寄附金とし

て、所得控除の対象となる（所得税法第 78

条） 

・大学に対する寄附金は、慈善寄附金

（charitable contributions）として所得

控除の対象となる（内国歳入法 170条） 

・寄附金控除の金額は、「寄附金の合計額－

2,000 円」である。ただし寄附金の合計額

は、その年の総所得金額等の 40％を上限と

する（所得税法第 78 条） 

・寄附金控除の金額は、「寄附金の合計額」

である。ただし、寄附金の合計額は、原則と

し調整総所得（AGI）の 50％を上限とする

（内国歳入法 170条） 

・総所得金額等の 40％を超過した部分の金

額について、繰越すことはできない 

・調整総所得の 50％を超過した部分の金額

については、翌年以降５年間にわたって繰

越すことが可能である（内国歳入法 170条） 
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日本 アメリカ 

・一定の要件を満たした場合は、税額控除

を選択することができる。控除金額は、「（寄

附金の合計額－2,000 円）×40％」である。 

ただし寄附金の合計額は、その年の総所得

金額等の 40％を上限とする。また、控除金

額は、所得税の 25％を上限とする（租税特

別措置法第 41条の 18 の３） 

・税額控除の制度はない 

  

アメリカは、寄附金控除の対象となる寄附先として、連邦・州・地方政府のほか、教

会等の宗教組織、非営利の教育機関や医療提供機関、救世軍、アメリカ赤十字等、幅広

く設定しており96 、所得控除額の上限も日本よりやや高い点で、寄附金へのインセン

ティブが働きやすい環境にあると考えられる。 

ただし、日本においても、平成 23年税制改正により税額控除が選択できるようにな

る等、寄附金のインセンティブを高める取り組みが進んでいる。 

 

③ 大学の監査制度 

日本の国立大学法人に関連する主な監査制度として、いわゆる三様監査と呼ばれる

監事監査・内部監査人監査・会計監査人監査に加え、会計検査院による検査がある。監

事監査及び内部監査人監査は、大学の内部組織に属する立場から行われる監査であり、

内部監査に区分される。一方、会計監査人監査及び会計検査院による検査は、大学から

独立した立場から行われる監査であり、外部監査に区分される。 

 

 

図表 85 国立大学法人に関連する主な監査制度97 

項目 監事監査 内部監査人監査 会計監査人監査 会計検査院の検査 

根拠 

国立大学法人法

に基づく法定監

査 

内部監査規程に基

づく任意監査 

国立大学法人法

に基づく法定監

査 

日本国憲法、財政

法及び会計検査院

法 

目的 

教育及び研究並

びに組織及び運

営状況の適切性 

活動状況を検討・評

価し、改善を重視し

た助言・勧告を行う 

財務諸表等の適

正性 

国における収入・

支出の決算の確

認、会計経理の監

督及び是正改善 

                                                   
96 内国歳入庁ホームページの適格組織一覧参照 

〔https://www.irs.gov/charities-non-profits/exempt-organizations-select-check） 
97 独立行政法人国立大学財務・経営センター（2004）「国立大学法人経営ハンドブック」をもとに有限責任監査法人ト

ーマツが作成 
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項目 監事監査 内部監査人監査 会計監査人監査 会計検査院の検査 

範囲 
業務監査（会計

監査含む） 
会計及び業務監査 会計監査 会計経理の検査 

主体 
国立大学法人役

員 
国立大学法人職員 公認会計士 会計検査院 

資格 監事 特になし 国家資格 国家公務員 

時期 期中及び期末 主として期中 期中及び期末 期中及び期末 

報告書

提出期

限 

決算期より３か

月以内 
監査終了後 

決算期より３か

月以内 

内閣へ回付後翌年

度開会の国会へ提

出 

提出先 
学長、文部科学

大臣 
学長 

学長、文部科学大

臣 
内閣、国会 

基準 監事監査規程 内部監査規程 監査基準 
会計法、会計検査

院法 

任命・ 

退任 
文部科学大臣 学長 文部科学大臣 

検査官について内

閣 

任期 ２年 特になし 

財務諸表等を文

部科学大臣が承

認する時まで 

検査官として７年 

 

アメリカの州立大学に対する監査についても、大学の内部組織による監査として監

査委員会（audit committee）監査・内部監査人（Internal Auditor）監査、外部組織

による監査として会計監査人（Accounting Auditor）監査・米国会計検査院（United 

States General Accounting Office、以下、「GAO」）による検査があり、三様監査に加

え国家機関による検査が入るという点では日本と類似している。 

ただし、日本の監事監査及びアメリカの監査委員会監査に関し、次のとおり、ガバナ

ンス構造上の違いがある。 

日本の場合、国立大学法人を運営する役員として、学長・理事及び監事が設置され、

監事は大学の規模にかかわらず２名と定められている。（国立大学法人法第 10条）学長

及び理事から構成される役員会が大学の最高意思決定機関であり、学長は当該役員会

を主宰するほか、教育研究に関する重要事項を審議する教育研究評議会や、経営に関す

る重要事項を審議する経営協議会についても、学長が議長として主宰する（国立大学法

人法第 20条、第 21条）ため、学長に権限が大きく集中しているといえる。 
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図表 86 日本の国立大学法人におけるガバナンス構造98 

 

 

一方、アメリカの州立大学の場合は、学長以下執行部の上位に理事会（Board of 

Trustees）が置かれており、学長の執行状況等を監督する立場にあり、当該理事会に監

査委員会が設置されている。例えば、カリフォルニア州立大学の組織図は下図のとおり

となっており、Board of Trustees（理事会）の中に監査委員会が組織されている。監

査委員会は少なくとも５人以上のメンバーから構成され、大学の財務報告プロセス、内

部統制システム、外部及び内部監査のプロセス、法令順守等におけるモニタリングのサ

ポートを行う。99 職務の執行と監督が分離されており、組織化された委員会にて監査

が行われている点で、日本と異なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
98 文部科学省（2014）「国立大学法人の組織及び運営に関する制度の概要について」をもとに有限責任監査法人トーマ

ツが作成 
99 カリフォルニア州立大学（2016最終更新）「AUDIT COMMITTEE CHARTER（監査委員会憲章）」 

国
立
大
学
法
人

国立大学法人評価委員会文部科学大臣

・評価・中期目標提示、中期計画認可
・学長、監事の任命

・中期目標原案、中期計画作成
・学長候補者の申出

学長選考会議

基準に基づく選考
業務執行状況の確認

経営協議会

役員会
学
外
者
の
参
画

監事

監事

国立大学法人
の業務を監査

監事
（学外）

監事監事

重要事項について
議を経て学長は決定

経営に関する重要事項を
審議【学外者が過半数】

教育研究に関する重要
事項を審議

【学内者で構成】

教育研究評議会

学長議長として
主宰

議長として
主宰

代
表
者
（学
外
者
）

代
表
者
（学
内
者
）

原則、学外者と学内者同数で構成

学長を補佐し、
業務を掌理

国立大学法
人の業務
を総理
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図表 87 カリフォルニア州立大学組織図100 

 

  

また、監査のルールに関連して、アメリカでは GAO が政府監査基準（Government 

Auditing Standards）を発行している。政府監査基準は、GAOの監査人はもちろん、全

米の会計監査人や内部監査人、監査委員会等にも遵守が求められ（政府監査基準 2011

修正版 1.07）、公的機関に対する監査に際して広く適用される基準であり、一般に公正

妥当と認められた政府監査基準としての位置づけにある。各監査に対する規則やガイ

ドライン等も当然存在し、例えば内部監査については、「内部監査の専門職的実施の国

際基準」（International Standards For The Professional Practice Of Internal 

Auditing、以下、「内部監査国際基準」）がある。したがって、内部監査人は、政府監査

基準及び内部監査国際基準双方を加味しながら、監査を実施することとなる。（政府監

査基準 2011修正版 2.21）日本においては、＜国立大学に関連する主な監査制度＞に記

載したとおり、各監査に対する基準や規定等はあるものの、公的機関の監査全般に対応

した基準が特段存在しない点で、アメリカと異なっている。 

なお、内部監査について、アメリカでは、内部監査国際基準の中で、内部監査人が専

門家としての知識や能力を求められている（内部監査国際基準 2017版 1210）ことを背

景として、米国公認会計士や公認内部監査人等の資格と経験を有している者が内部監

査の職についている。101 この点、大学職員内の人事ローテーションにより内部監査職

に配属されることが多い日本の国立大学とは異なっている。 

                                                   
100 カリフォルニア州立大学ホームページをもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

 https://www2.calstate.edu/csu-system/board-of-trustees/Pages/about-the-bot.aspx 
101 高梨桂治（2010）「北米大学における監査について（報告）」 

理事会
Board of Trustees

総長
Chancellor

各キャンパスの学長
Campus Presidents

人事担当副総長
Vice Chancellor Human 

Resources

大学連携・推進担当総長
Vice Chancellor, 

University Relations and 

Advancement

副総長兼監査執行責任者
Vice Chancellor and Chief Audit

Officer

副総長兼法律顧問
Executive Vice Chancellor and

General Counsel

学事・学務担当副総長
Executive Vice Chancellor

Academic and Student Affairs

執行副総長兼最高財務責任者
Executive Vice Chancellor and

Chief Financial Officer
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また、例えばカリフォルニア州立大学では、内部監査の結果（監査の範囲、テーマ、

発見事項等）を外部に公表しており102、内部利用に限定されている日本の国立大学の内

部監査と比べ、情報公開の点についても違いがあると考えられる。 

  

                                                   
102 カリフォルニア州立大学 内部監査報告書 

https://www2.calstate.edu/csu-system/transparency-accountability/audit-reports 
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4. 人事・給与における比較 

① 競争的資金に含まれる人件費 

「２．財政制度における比較 ③補助金の申請・繰越手続等」における調査時に、補

助金の直接費に含めることができる人件費関連の項目について比較したところ、次の

ような違いが見られた。 

 

図表 88 補助金の直接費に含めることができる人件費関連の項目（日本）103 

独立行政法人 

日本学術振興会 

独立行政法人 

日本学術振興会 

国立研究開発法人 

日本医療研究開発機構 

【科学研究費補助金】 

科学研究費助成事業 

基盤研究（A） 

【学術研究助成基金助成

金】 

科学研究費助成事業 

基盤研究（C） 

医療研究開発推進事業費補

助金 

創薬等ライフサイエンス研

究支援基盤事業 

資料整理、実験補助、翻訳・

校閲、専門的知識の提供、ア

ンケートの配付・回収、研究

資料の収集等を行う研究協

力者（ポストドクター・リサ

ーチアシスタント・外国の機

関に所属する研究者等）に係

る謝金、報酬、賃金、給与、

労働者派遣業者への支払い

のための経費等 

同左 

・研究開発担当者、当該委託

研究開発を遂行するために

直接必要な研究員・技術員・

研究補助員等 

・研究補助員等には、当該研

究遂行に必要不可欠な集計、

資料整理及び当該研究に係

る経理事務等を専ら行う者

を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
103 各資金配分機関ホームページをもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

 https://www.jsps.go.jp/、https://www.amed.go.jp/ 
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図表 89 補助金の直接費に含めることができる人件費関連の項目（アメリカ）104 

NSF NSF NIH 

【基本グラント】 

EPSCoR Research 

Infrastructure 

Improvement Track 4: 

EPSCoR Research Fellows 

(RII Track-4) 

【継続グラント】 

Leading Engineering for 

America's Prosperity, 

Health, and 

Infrastructure (LEAP HI) 

NIH Research Project 

Grant Program (R01) 

・主任研究員及びトレーニ

ーに対して最大６か月の給

与支払いが可能（24 ヶ月の

中で最大６か月） 

・生活費：主任研究員及びト

レーニーのホストサイトに

おける居住費や飲食代とし

て最大$50,000まで申請可 

・上級職員給与：最大２か月

まで（年間） 

・教員給与：対象 

・主任研究員、主要な職員、

およびその他の必要不可欠

な人員に対する給与および

フリンジベネフィット 

 

上記の比較によれば、NSFや NIHの補助金においては、教員に対する給与の支払や生

活費のサポートも行われている。一方、日本の補助金については、教員に対する給与の

支払が認められている事業も存在しているものの、最も金額の規模が大きい科学研究

費補助金については、まだ研究協力者に対する謝金等しか認められていない。また、生

活費のサポート等は行われていない。 

教員の給与その他手当は、原則として大学からすべて支払われるという考え方の日

本と異なり、アメリカの大学教員の給与は、９～10 か月分しか支払われない場合が多

いといわれており105、残りの給与は補助金等の競争的資金から補てんするという考え方

になっている。したがって、アメリカの大学教員は、自らの給与を補てんし、研究を実

施するために、競争的資金を獲得しようとするインセンティブが高い環境にあると考

えられる。 

 

② 公的年金制度 

 日本における国立大学法人の常勤教職員には、全国民共通の基礎年金制度（以下、

「国民年金」）が適用されるほか、国民年金の上乗せ部分として、被用者年金制度（以

下、「厚生年金」）が適用される。さらに、民間企業における企業年金にあたる部分とし

て、退職等年金給付が上乗せされるという、３階構造になっている。 

                                                   
104 各資金配分機関ホームページをもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

 〔https://www.nsf.gov/〕、〔https://www.nih.gov/〕 
105 独立行政法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター（2013）「主要国のファンディング・システム」 
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なお、かつては厚生年金ではなく、退職共済年金が上乗せされるという形であったが、

年金制度改革を通じて、平成 27 年 10 月に施行された「被用者年金制度の一元化等を

図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」により、退職共済年金の報酬比例

部分は厚生年金に統合され、職域加算部分は退職等年金給付に移行している。106 

  

                                                   
106 国家公務員共済組合連合会ホームページ 

（http://www.kkr.or.jp/seidokaikaku/27ichigenka/index.html#shikumi-to-ichigenka） 
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図表 90 国立大学法人年金制度の構造107 

 

 

教職員は、文部科学省共済組合の組合員となり、主に退職した場合（老齢給付）、障

害の状態になった場合（障害給付）、死亡した場合（遺族給付）に年金給付を受ける。

国民年金、厚生年金、退職等年金いずれについても、給付額はあらかじめ給与水準等に

応じて確定する確定給付年金である。 

文部科学省共済組合のほか、各省庁の共済組合等から構成される国家公務員共済組

合連合会が、組合員の厚生年金保険料の管理・運用を行っている。（厚生年金保険法第

２条の５、第 79条の３）ただし、前述の年金制度改革により、被用者年金各制度が厚

生年金に統一されたことに伴い、厚生年金の管理・運用は、年金積立金管理運用独立行

政法人（以下、「GPIF」）やその他の管理運用主体（地方公務員共済組合連合会及び日本

私立学校振興・共済事業団）とともに、共通のルール及び方針に基づいて一元的に実施

され、各機関の運用収益は、厚生年金の共通財源として扱われることとなった。 

 

  

                                                   
107 文部科学省共済組合ホームページをもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

 http://www.monkakyosai.or.jp/long/02.html 

国民年金

厚生年金

退職等年金給付
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図表 91 厚生年金運用の仕組み108 

 

 

国家公務員共済組合連合会の基本的な運用方針は、次のとおり、株式と債券に 50％

ずつ投資する形をとっている（他の管理運用主体も同様の運用方である）が、現状の実

績においては、債券の割合が高く、安全性を重視したものとなっている。 

 

図表 92 国家公務員共済組合連合会の運用方針（平成 27年 10月１日策定分）109 

基本ポートフォリオ 資産配分（%） 許容乖離幅（%） 

国内債券 35.0 ±30.0 

国内株式 25.0 ±10.0 

外国債券 15.0 ±10.0 

外国株式 25.0 ±10.0 

合計 100.0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
108 年金積立金管理運用独立行政法人「平成 28年度 年金積立金の運用状況について」をもとに有限責任監査法人ト

ーマツが作成 
109 国家公務員共済組合連合会「平成 28年度 業務概況書」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

積立金基本指針を策定
（積立金の管理運用の基本方針、モデルポートフォリオ策定時の考慮事項など）
積立金全体の運用状況を評価・公表

主務大臣

厚生労働大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣

管理運用の方針の作成・公表
ポートフォリオ（資産構成）の策定
業務概況書の作成・公表

管理運用体制

GPIF
国家公務員

共済組合連合会
地方公務員

共済組合連合会
日本私立学校
振興・共済事業団

積立金の管理運用

モデルポートフォリオ
（積立金の資産構成の目標）

管理運用主体が共同で作成。
各運用主体がポートフォリオ
を作成する際に参酌。
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図表 93 国家公務員共済組合連合会運用資産の構成（平成 28年度末）110 

資産項目 資産額（億円） 構成割合（%） 

国内債券 34,976 51.9 

 うち財投預託金 29,151 43.3 

国内株式 12,415 18.4 

外国債券 4,028 6.0 

外国株式 12,602 18.7 

短期資産 3,386 5.0 

合計 67,407 100.00 

 

一方、アメリカの州立大学における常勤教職員については、大部分の有業者に適用さ

れる老齢・遺族・障害年金（Old-Age,Survivors, and Disability Insurance、以下、

「OASDI」）が適用される。111 また、OASDIの上乗せ部分として、公務員等に適用される

州・地方政府職員退職年金制度がある。 

 

図表 94 州立大学年金制度の構造112 

 

 

OAISDI は、一般に社会保障年金（Social Security）と呼ばれ、連邦政府の社会保

障庁（Social Security Administration）が運営している。111 また、２階部分の州・

地方政府職員退職年金制度については、州によっても内容が異なると考えられるが、例

えばカリフォルニア州でいえば、カリフォルニア州の公務員を対象とした年金基金

CalPERSがあり、カリフォルニア州立大学についても、CalPERSの年金制度を適用して

いる。給付額については、日本同様、確定給付年金である。 

日本においては、国民年金及び厚生年金の管理・運用を GPIFが（他の管理運用主体

とともに）一体的に実施しているのに対し、アメリカでは１階部分（OAISDI）と２階部

分（州・地方政府職員退職年金制度）が独立している点で、異なっている。113 

                                                   
110 国家公務員共済組合連合会「平成 28年度 業務概況書」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 
111 厚生労働省（2017）「2016年 海外情勢報告」 
112 鈴木博（2010）「米国の退職貯蓄の変容と日本への示唆」をもとに有限責任監査法人トーマツが作成 
113 ニッセイ基礎研究所（2013）「海外年金基金レポート 第１回」 

老齢・遺族・障害年金保険（OASDI）

州・地方政府職員退職年金制度



116 

CalPERSの運用実績は次のとおりであり、株式投資が 60％近くを占め、コモディティ

投資等も行う等、日本と比べ積極的にリスクをとっている状況にある。 

 

図表 95 CalPERS 運用資産の構成割合（2018年１月 31日時点）114 

資産クラス 
評価額 

（単位：10億ドル） 
現状の配分 

上場株式等（Global Equity） 181.34 50.7% 

未上場株式等（Private Equity） 26.66 7.5% 

債券等（Global Fixed Income） 69.38 19.4% 

短期投資（Liquidity） 15.71 4.4% 

不動産投資（Real Estate） 30.54 8.5% 

コモディティ投資、インフレ連動債等 

（Inflation Sensitive） 
27.76 7.8% 

インフラ投資、森林投資等 

（Infrastructure & Forestland） 
6.05 1.7% 

その他（Other） 0.27 0.0% 

合計 357.71 100.0% 

 

なお、州立大学については、州政府の大学に対する管理の強さに応じて、①教職員が

公務員である場合、②職員だけが公務員で、教員は高等教育システムや大学の被雇用者

である場合、③教職員が高等教育システムや大学の被雇用者である場合があり115、州に

よっては２階部分の州・地方政府職員退職年金制度にあたる公的年金がないことも想

定される。このような場合、例えばアメリカの教職員向けに、確定拠出年金プラン等を

提供する私的年金 Teachers Insurance and Annuity Association of America-College 

Retirement Equities Fund（全米教職員退職年金基金）が存在しており、教職員は当該

制度を用いて老後に備えることとなる。 

 

                                                   
114 CalPERSホームページをもとに有限責任監査法人トーマツが作成 

 https://www.calpers.ca.gov/page/investments/asset-classes/asset-allocation-performance/investment-fund-

values 
115 国立大学財務・経営センター（2008）「アメリカ州立大学における管理と運営」 




