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設立目的：①教育研究水準の向上

②教育研究環境の整備充実

③学位の授与

当機構の事業概要
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本資料の概要

当機構の設立目的と事業概要、財務内容

債券発行により調達した資金は、「施設費貸付事業」に充当

我が国の高等教育
の発展に寄与する

財務内容：資本金は全額政府出資

債券発行により調達した資金は設備整備の貸付に充当

国立大学法人の附属病院は、41国立大学法人に44病院が設置

貸付対象である国立大学附属病院の信用力は高く、
貸倒実績は1件もありません

格付：AA+（R&I）
及びAAA（JCR）（取得見込み）

BISリスクウェイト：10％

一般担保付

資金使途：施設費貸付事業注1のうち、国立大学法人の附属病院
の医療設備の設置に必要な資金貸付の一部及び債券の償還注2に
充当

《施設費貸付事業》の概要及び機構債券について

日本国債と同格付を取得

注1：独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条第1項第2号に定める
施設費貸付事業

注2：独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第19条第2項で定める債券の償還

当機構が財政融資資金・機構債券を活用し、すべての国立大学
附属病院を支援

国立大学附属病院を支援する当機構の位置づけ

国立大学附属病院の3つの使命に貢献

教育 将来の医療を担う医療人の教育・養成

研究 臨床医学発展と医療技術水準の向上への貢献

診療 地域の中核病院としての質の高い医療の提供

国民の安全、安心を支えています

当機構債券は令和元年度よりソーシャルボンドとして発行

JCRよりセカンドオピニオンを取得済み

当機構は、教育分野において重要な役割を担う国立大学法人等
に対する施設及び設備整備の支援を通じて、国連が掲げる
SDGsの目標4「すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教
育を提供し、生涯学習の機会を促進する」の達成に貢献

また、施設費貸付事業を通じて、高度最先端医療の発展や地域
医療の充実に寄与することにより、国連が掲げるSDGsの目標3
「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉
を促進する」の達成に貢献

そのため、当機構ソーシャルボンドへの投資は、社会的課題解
決及び持続可能な開発目標（SDGs）への貢献に繋がる

大学改革支援・学位授与機構債券とSDGs

学位授与事業 調査研究

評価事業 質保証連携施設費貸付・交付事業
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当機構の概要、国との関係

設立 平成28年4月1日 根拠法 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法（平成15年7月16日法律第114号）

主務省 文部科学省 資本金 全額政府出資, 87億8,085万円注1（令和4年4月1日現在）注1：単位未満を四捨五入しております

評議員会

運営委員会理事

監事

顧問・参与

※ 評価及び学位授与等の業務及び研究

機構長

大学ポートレートセンター
事務室大学ポートレートセンター

審議役・調査役

研究開発部

૽

৩
ਯ

178人（令和4年4月1日現在）
うち役員：5人注2（うち女性1人）
うち教員：20人（うち女性5人）
うち職員：153人（うち女性72人）

総務課

学位審査課

会計課

情報企画支援室

監査室

評価企画課

評価支援課

国際課

大学連携・支援部
国立大学施設支援課

大学運営連携課

評価事業部

高等教育資格承認情報センター（NIC-Japan）

高等教育情報室

国立大学評価室

国

管理部

政府
全額出資企画室

文部科学大臣

機構長・監事の任命
中期目標の指示、
及び中期計画の認可
債券発行の認可
財務諸表の承認 等

教育・医療政策

国立大学法人等の
施設整備に対する
資金貸付・交付
大学以外の学習者へ
の学位授与 等

政策の実施

我が国の高等教育の発展

機構図（令和4年4月1日現在） 当機構と国との関係

注2： 非常勤監事2名を含みます
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国立学校特別会計と当機構の変遷

H28.4.1～H16.3.31 H16.4.1～

廃止

独立行政法人
メディア教育開発センター
H20年度末をもって廃止

国立学校特別会計

独立行政法人
大学改革支援・学位授与機構

国立大学法人（82法人）
（R4.4.1～）

国立大学法人（89→86法人）

（変更無し）

（変更無し）

国立大学（89大学）

国立久里浜養護学校

大学共同利用機関（14機関）

大学評価・学位授与機構
独立行政法人

大学評価・学位授与機構

国立高等専門学校（55高専）

国立学校財務センター
独立行政法人

国立大学財務・経営センター

独立行政法人
国立高等専門学校機構（1法人）

大学共同利用機関法人（4法人）大学共同利用機関法人（4法人）

独立行政法人
国立高等専門学校機構（1法人）

旧国立学校特別会計が行っていた長期
借入金や、学校財産処分収入を財源と
した国立大学等の施設設備の整備を行
う機能を承継

大学改革支援・学位授与機構は、国立
大学財務・経営センターと大学評価・
学位授与機構の全ての業務を引き継ぎ、
旧センター債の債務も同機構が承継
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当機構の設立目的と事業概要

短期大学・高等専門学校卒業者等を対
象とする単位積み上げ型の学位授与
（学士）

機構認定の教育施設（各省庁大学校）
の課程修了者への学位授与（学士・修
士・博士）

評価事業
（P18）

質保証連携
（P19）

調査研究
（P19）

大学等の教育研究等の総合的な状況
に関する評価、専門職大学院の教育
研究活動の状況に関する評価（認証
評価）

認証評価に関する検証

国立大学法人評価における教育研究
に関する評価

大学等に関する情報の収集・整理・提供

質保証人材の能力開発のための取組

国立大学法人の運営基盤強化促進の支援
のための情報の収集・整理・分析

国内外の質保証機関等との連携

学位等高等教育資格の承認に関する情報
提供

大学等の改革の支援に関する調査研究

学位の授与に必要な学習の成果の評価に関する
調査研究

施設費貸付事業（P9～P15）

承継債務償還（P17）

施設費交付事業（P17）

旧特定学校財産の管理処分（P17）

一般勘定事業

※ 一般勘定と施設整備勘定は区分経理されています

施設整備勘定事業

学位授与
事業

（P18）

施設整備
支援

（P9～P17）

債券発行により調達した資金は、
「施設費貸付事業」に充当

大学等の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等の施
設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図ること。あわせて大学以外で行わ
れる高等教育段階での様々な学習の成果を評価して学位の授与を行うことにより、多様な学習の成果が適切に評価される社会の実
現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資すること

目的
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SDGsの達成に向けた当機構の貢献

大学改革支援・学位授与機構は、学位授与、評価、施設整備支援、質保証連携、調査研究の事業を通じて
我が国の高等教育の発展を支援することによりSDGsに貢献しています

国際質保証連携

我が国の高等教育への国際的な信頼を高めるため、
諸外国の質保証機関等との連携協力、「高等教育資
格承認情報センター」による国内外の高等教育制度
等に関する情報を提供する事業を行っています

質保証連携

大学や評価機関等との連携活動、国立大
学法人の運営基盤強化促進支援、大学
ポートレート等の事業を行っています

調査研究

我が国の高等教育の発展に資するため、各事業の基
盤となる研究、事業の検証に関する調査研究を行っ
ています

施設整備支援

国立大学法人等の教育研究環境の整備充
実を図るため、国立大学法人等の施設整
備等に必要な資金の貸付・交付を行って
います

評価

我が国の大学等による教育研究活動等の質の維持向
上に資するため、大学、高等専門学校、法科大学院
の認証評価、国立大学教育研究評価を行っています

学位授与

高等教育段階の多様な学習の成果が適切に評価され
る社会を実現するため、大学の学部・大学院の修了
者と同等の学力を有すると認められる学習者に対し
て学位を授与しています

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する目標3

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する目標4

持続可能な
開発目標
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国立大学附属病院を支援する当機構の位置づけ

国民の安全・安心

全国的に配置されている国立大学附属病院の全てが、
教育・研究・診療の今後の課題や新たなミッション（地域貢献・社会貢献、国際化）に対応し、

医療の高度化や患者の療養環境の改善等に資する施設・設備水準を満たす必要がある

地域貢献・社会貢献

地域医療のハブ機関とし
ての役割（地域医療の最
後の砦）

災害等の危機管理への
参画

国際化

国際的人材育成・人事交
流推進

国際的医療ネットワーク
の整備

医学部生の臨床教育
卒後臨床（専門）研修を通じた
専門医の養成
メディカルスタッフを目指す
学生への卒前実習や卒後の研修

難治性疾患の原因究明
新しい診断法・治療法の開発
治験等を通じた新薬の開発

今後の課題
学部段階からの一貫した人材養成

先進医療の提供
難治性疾患の治療
地域医療機関への医師の供給

今後の課題
医療イノベーションへの
一層の貢献

今後の課題
病床の機能分化への対応と
地方自治体との関わり

教育
将来の医療を
担う医療人の
教育・養成

幅広い診療科・部門が必要

研究
臨床医学発展と
医療技術水準の
向上への貢献

様々な症例を確保するために
多くの病床が必要

診療
地域の中核病院

としての質の高い
医療の提供

高い機能を備えた医療機器や優れた
技術を有する多くの医師等が必要

3つの使命：教育・研究・診療

各国立大学法人への貸付にあたっては、財務状況のほか、国立大学附属病院が担っている教育、研究、診療といった公的使命についても確認しています

支援

財政融資資金及び機構債券を活用し、すべての国立大学附属病院を支援
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《施設費貸付事業》貸付実績

国立大学法人に対し、附属病院の施設又は設備の整備に必要な資金の貸付けを行っています

平成16年度の国立大学の法人化以前は、国の国立学校特別会計が財政融資資金からの借入れを行い国立大学附属病院の施設及び設備の整備を
行っていました

国立大学の法人化後は、国立大学財務・経営センター（現在の大学改革支援・学位授与機構）が財政融資資金からの借入れ及び債券発行によ
り資金を調達し、国立大学法人に対して、附属病院の施設又は設備の整備に必要な資金の貸付けを行っています

国立大学の附属病院は、41法人に44病院が設置されています

施設費貸付事業

※ 国の施設整備計画に従い事業を推進するため、貸付先は文部科学大臣が定めます施設費貸付事業の実績・計画

(25法人40事業)

27,894
(23法人46事業)

22,296

(32法人63事業)

28,440

（30法人70事業）

31,771

（27法人57事業）

49,557

(24法人25事業)

18,594
(23法人24事業)

22,530

(21法人21事業)

21,985

(23法人24事業)

18,374

（24法人31事業）

19,856

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度（計画）

施設整備費 設備整備費

合計:
(30法人65事業)

46,488
合計:

(31法人70事業)
44,827

合計:
(36法人84事業)

50,425

合計:
(36法人94事業)

50,145

（単位：百万円）
合計:

(32法人88事業)
69,412
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《施設費貸付事業》貸付先一覧

6.東北大学病院

10.東京大学医学部附属病院

11.東京大学医科学研究所
附属病院＊

12.東京医科歯科大学病院

13.新潟大学医歯学総合病院

14.富山大学附属病院

15.国立大学法人金沢大学附属病院

16.福井大学医学部附属病院

18.山梨大学医学部附属病院

19.信州大学医学部附属病院

20.浜松医科大学医学部附属病院

21.名古屋大学医学部附属病院

22.岐阜大学医学部附属病院

23.三重大学医学部附属病院

17.滋賀医科大学医学部附属病院

24.京都大学医学部附属病院

27.神戸大学医学部附属病院

29.鳥取大学医学部附属病院

30.島根大学医学部附属病院

28.岡山大学病院

31.広島大学病院

32.山口大学医学部附属病院

貸付先となる国立大学の附属病院は、41法人に44病院が設置されています

37.九州大学病院

38.佐賀大学医学部附属病院

40.熊本大学病院

39.長崎大学病院

41.大分大学医学部附属病院

42.宮崎大学医学部附属病院

43.鹿児島大学病院

5.山形大学医学部附属病院

33.徳島大学
病院

34.香川大学
医学部
附属病院

36.愛媛大学医学部附属病院

35.高知大学医学部附属病院

25.大阪大学医学部附属病院

26.大阪大学歯学部附属病院＊

44.琉球大学病院

2.北海道大学病院

1.旭川医科大学病院

3.弘前大学医学部附属病院

4.秋田大学医学部附属病院

8.筑波大学附属病院

9.千葉大学医学部附属病院

7.群馬大学医学部附属病院

国立大学附属病院は、厚生労働大
臣が承認した特定機能病院として
承認されています。特定機能病院
は、高度の医療の提供、高度の医
療技術の開発及び高度の医療に関
する研修を実施する能力等を備え
た病院として、42国立大学附属病
院（＊印を除く）を含む87病院が
承認されています（令和4年4月1
日現在）

特定機能病院
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《施設費貸付事業》貸付の仕組みと貸付メニュー

区分 貸付 据置 償還 利率

施設整備
30年 5年 25年

財政融資資金
借入金利同率

15年 1年 14年
財政融資資金
借入金利同率

区分 貸付 据置 償還 利率

設備整備
10年 なし 10年

財政融資資金
借入金利 + 上乗

5年 なし 5年
財政融資資金

借入金利 + 上乗

施設費貸付事業の仕組み 長期・低金利で貸付を行っている点がポイント

国の定める施設整備等の計画に従い整備を実施するため、貸付先は文部科学大臣が定めます
（附属病院整備のうち施設整備については事業費の1割を国が補助金として交付、9割を当機構が貸付）

貸付財源は、①財政融資資金からの借入金、②債券発行により調達した資金です
財政融資資金からの借入金は、施設整備及び設備整備の貸付に充当されます
債券発行により調達した資金は、設備整備の貸付に充当されます

貸付対象である国立大学法人の信用力は高く、貸倒実績は1件もありません

施設費貸付事業の仕組み図

施設費貸付事業の貸付メニュー

大学改革支援・学位授与機構

国立大学法人（移転整備）
大学共同利用機関法人

（移転整備）

国立大学法人
（附属病院整備）

市場（債券発行）財政融資資金

国

調
達

償
還

借
入

償
還

貸
付
金

の
回
収

資
金
の

貸
付貸

付
金

の
回
収

資
金
の

貸
付

大臣の定め

対象事業 附属病院整備

設備整備
（財政融資資金
及び債券発行）

施設整備
（財政融資資金）

対象事業 移転整備

実績なし
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《施設費貸付事業》貸付による整備事例①

磁気共鳴断層撮影診断シ
ステムとは、磁気・電磁
波を利用して体の状態を
画像化する診療に必要不
可欠な検査装置。この装
置の導入により短時間で
高分解能な画像情報取得
が可能となり、診断精度
が向上するとともに、よ
り多くの検査を行える環
境が整った。

貸付による整備例
（北海道・東北・関東・甲信越地方）

【旭川医科大学】磁気共鳴断層撮影診断システム

国内で7施設目、東北・北
海道地区で初となる重粒
子線がん治療施設。山形
大学医学部附属病院の医
療資源を活用した重粒子
線 治 療 が 可 能 と な っ て
いる。

【山形大学】次世代型医療用重粒子線照射施設

診 療 機 能 強 化 の た め に
「包括先進医療棟」を新
設し、最新の3TMRI装置2
台、1.5TMRI装置1台を新
規導入。その結果、既存
のMRI装置と併せてより
精度の高いMRI検査が可
能となり、検査及び待ち
時間の短縮にも繋がった。

【信州大学】包括先進医療棟MRIシステム
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《施設費貸付事業》貸付による整備事例②

貸付による整備例（東海・北陸・近畿地方）

高画質化によって、より
緻密かつ鮮明な画像デー
タが取得でき、病態に対
する的確な画像診断が可
能となっており、医療の
質の更なる向上が期待さ
れる。また、超高速撮影
が可能となり、検査の効
率化が図られ、年々高ま
る 検 査 需 要 に 対 応 し て
いる。

【金沢大学】磁気共鳴・X線CT断層撮影システム

中央診療棟Bは、最先端医
療に対応した手術室の増
設、ICU（集中治療室）の
増床など、病院の機能強
化を図ることを目的とし
て整備。

また、放射線治療室の増
設により、患者に優しい
最先端の低侵襲医療の提
供が可能となった。

【名古屋大学】中央診療棟B

半導体PET-CT装置は放射
性医薬品の体内分布を画
像化するシステムであり、
高分解能化により病変検
出の能力が向上した。

画像データ処理の技術革
新により、従来の収集時
間のまま呼吸による動き
を補正したPET画像を出力
できるようになった。

【大阪大学】PET-CTシステム
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《施設費貸付事業》貸付による整備事例③

貸付による整備例（中国・四国・九州地方）

「 ダ ヴ ィ ン チ 」 は 、 ロ
ボット部と操作部、モニ
ターなどで構成される手
術支援ロボット。手術者
は3Dモニター画面を見な
がらロボットアームを遠
隔操作して患部の切除や
縫合などの手術を行う。
精度が高く、患者への負
担が少ない外科手術の実
現が可能となっている。

【徳島大学】ロボット手術支援システム（ダヴィンチ）

中核医療機関としての各
種指定、大規模災害時の
被 害 想 定 の 見 直 し な ど
様々な環境の変化に対応
するため、総合周産期母
子医療センター、先進救
急医療センター等の機能
を備えた新病棟を建設。

【山口大学】診療棟・病棟

「 血 管 造 影 装 置 」 に よ
り、IVR（画像下治療と訳
される、画像診断装置）
で体の中を透かして見な
がらのカテーテルなどの
治療が実施可能で、通常
の 侵 襲 的 手 術 と 比 較 し
て、身体への負担が少な
く、より高度な手術が可
能となっている。

【長崎大学】IVR対応バイプレーン血管造影装置

ロボット部 操作部



3. その他事業の概要
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《承継債務償還・施設費交付事業・旧特定学校財産の管理処分》事業内容

施設費交付事業の実績・計画

区分 令和2年度 令和3年度
令和4年度
（計画）

実績 （89法人）
3,987

（83法人）
3,467

（81法人）
2,098

（単位：百万円） 東京大学生産技術研究所跡地（東京都港区六本木）
（「国立新美術館」としてH19.1開館）

（単位：億円）
承継債務残高平成15年度までは、国の国立学校特別会計が財政融資資金から借入れを行い、国立大学附属病院

の施設整備を行っていました

当機構は、廃止前の国立学校特別会計が財政融資資金に対し負っていた債務を一括して承継してい
ます

償還財源としては、文部科学大臣が定める国立大学法人が、当機構に対し、文部科学大臣が定める
額を負担することとされています

当機構はこれを取りまとめて財政融資資金に対し償還を行っています（令和10年度完済予定）

債務を負担する国立大学法人は、当機構が一括して承継した債務に保証を差し入れています

承継債務償還1

国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門
学校機構に対し、施設整備に必要な資金の交付を行っています

交付財源は、次のとおりです
① 廃止前の国立学校特別会計から承継した旧特定学校財産、積立金等

の財産
② 国立大学法人等の不要財産処分収入の一定割合※

※ 国立大学法人等は、不要財産を処分した際の収入の一定割合を当機構に納付すること
となっています

施設費交付事業2
旧特定学校財産とは、旧国立学校設置法に規定されていたもので、国
立学校財産のうち、移転、施設の高層化等により不要となったもので
処分収入額が100億円を超える財産のうち、文部科学大臣が財務大臣
と協議して指定した財産です

当機構は、国から承継した旧特定学校財産を管理・処分するととも
に、得られた収入を当機構が実施する施設費交付事業の財源に充てる
ことで、各法人へ還元するという役割も果たしています

旧特定学校財産の管理処分3

10,047

583
0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

承継時
(H16年度)

R3年度 R10年度
(予定)

敷地面積 29,974.81㎡

共有持分（R4.5.1現在）
当機構 約6.13％
国立美術館 約93.87％

独立行政法人国立美術館に措置される予算の
範囲内で分割して売却を行っています
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《評価事業・学位授与事業》事業内容

機構による
説明会等

認証評価の
仕組み、方法
などについて
説明会や研修
の実施

対象機関にお
ける

自己評価

自己評価書
の作成

自
己
評
価
書
の
提
出

機構における評価の実施

書
面
調
査

訪
問
調
査

認証評価委員会
評価
報告書

評価結果の
公表

評価結果を
確定前に
通知

意見の
申立て

評価結果の
取りまとめ

評価結果の
確定

対 象 機 関

認証評価のプロセス

学位取得者総数（H3～R3年度）：94,897人 (人)

学位取得者の推移（H30～R3年度のみ）

※ 認証評価、国立大学法人評価における教育研究に関する評価

当機構では、大学等による教育研究活動の質の向上に資するために大学等に対する第三者評価※を行っています

事業の実施に当たっては、大学関係者等の参画を得て高い専門性による客観的な評価を通じて、大学等が相互に質を高められるようにしています

また、大学等の評価に関する情報の収集・整理・提供を通じて、我が国の大学等における教育研究に対する先導的な評価の実施に努めています

評価事業1

我が国では法令により、大学と当機構のみが学位を授与することができます。当機構では、高等教育段階のさまざまな学習の成果を評価し、大学の
学部・大学院の修了者と同等の学力を有すると認められる学習者に対して、学位（学士、修士、博士）を授与しています

当機構の学位授与の審査は、当機構に置かれた学位審査会と専門分野ごとの専門委員会で、高度な学識を有する全国の国公私立大学の教員が共同で
行っています

学位授与事業2

2,612 

2,505 

2,531 

2,503 

1,131 

1,064 

1,049 

1,147 

85 

91 

101 

84 

35 

23 

30 

24 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

H30

R1

R2

R3

短期大学・高等専門学校卒業者を
対象とする単位積み上げ型学位授与

機構認定の教育施設（各省庁大学校）
の課程修了者への学位授与

学士

学士
修士
博士
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《質保証連携・調査研究》事業内容

我が国の高等教育機関や評価機関との連携によって、大学等の情報や高等教育の質保証に関する情報、及び大学等における学習の機会に関す
る情報を収集・整理・提供するとともに、各機関と共同で質保証に関わる人材の能力向上のためのプログラムを開発しています

質保証連携1

大学等に関する情報の収集・整理・提供

機構の評価事業及び学位授与事業に関する情報の提供

大学等の教育研究活動等の状況に関する情報の提供

大学質保証フォーラム

大学ポートレート（https://portraits.niad.ac.jp/）

国立大学法人の運営基盤の強化促進支援

高等教育資格承認情報センター（NIC-Japan）

諸外国の高等教育質保証動向等に関する情報発信

大学等における各種の学習機会に関する情報の収集・整理・提供

質保証人材の能力開発のための取組

質保証に関わる研修プログラムの開発

大学質保証ポータルの運営

国内外の質保証機関等との連携

認証評価機関連絡協議会

海外の質保証機関等との連携協力

日中韓質保証機関連携

研究開発部が中心となり、当機構の実施する事業の基盤となる研究、事業の検証に関する研究、高等教育の質保証に関する課題に対する研究
を行っています

これらの調査研究を事業担当部課と協働で実施する際には、事業の中立性を確保しながら、大学や国内外の質保証機関等と連携して共同で取
り組んでいます。また、これらの調査研究の成果を当機構の事業のさらなる展開に反映させ、社会にも提供・公開しています

調査研究2

（大学ポートレート ウェブサイト） （NIC-Japan 専用ウェブサイト）

ユネスコの「高等教育の資格の承認に
関するアジア太平洋地域規約」に基づ
く日本公式の国内情報センターとして、
令和元年9月1日に「高等教育資格承認
情報センター」を設置し、専用のウェ
ブサイト等を通じて、国内外の教育制
度等に関する情報提供を行っています

国公私立の各大学・短
期大学の教育情報を日
本私立学校振興・共済
事業団との連携により
公表しています



4. 財務内容
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当機構の予算（令和4年度）

（単位：百万円）

事業資金
（127,516）

一般勘定
（2,194）

施設整備勘定※1

（125,321）

評価事業

学位授与事業

質保証連携

調査研究

施設費貸付事業

施設費交付事業
旧特定学校財産の管理・処分

長期借入金等償還
承継債務償還

※ 単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計
が合致しない場合があります

※1 施設費貸付事業、承継債務償還、施設費交付事業及び
旧特定学校財産の管理処分に係る業務のうち、人件費
等の事業費用については、一般勘定から支出

※2 財産処分収入等＝財産処分収入、財産賃貸収入、財産
処分収入納付金、有価証券利息

運営費交付金
（1,862）

大学等認証評価手数料
（197）

学位授与審査手数料
（128）

長期借入金等
（56,100）

機構債券
（5,000）

財政融資資金
（51,100）

財産処分収入等※2

（534）

長期貸付金等回収金
（65,853）

長期貸付金等受取利息
（2,835）

その他
（7）



科目 令和2年度末 令和3年度末 増減

資産 723,839 707,669 △ 16,170

流動資産 716,796 700,520 △ 16,276

現金及び預金 16,280 9,880 △ 6,400

有価証券 - 6,040 6,040

棚卸資産 1,347 1,324 △ 23

施設費貸付金 619,124 623,319 4,195

承継債務負担金債権 79,895 59,810 △ 20,085

その他 150 145 △ 5

固定資産 7,042 7,150 108

有形固定資産 6,518 6,488 △ 30

無形固定資産 254 342 88

投資その他資産 271 320 49

22

貸借対照表（法人単位）

資産の部は、前年度対比16,170百万円減少となっている。主な要
因としては、承継債務償還業務※1に係る各国立大学法人より回収し
た承継債務負担金（20,085百万円）によって債権残高が減少した
ことによる

※1「承継債務償還」とは、平成15年度以前において国の国立学校特別会計が財政融資資金に対
し負っていた債務を一括して当機構が承継し、各法人からの債権をまとめて財政融資資金へ
償還する業務のことです

科目 令和2年度末 令和3年度末 増減

負債 698,882 683,531 △ 15,351

流動負債 66,777 66,084 △ 693

運営費交付金債務 237 89 △ 148

一年以内償還予定大学改革
支援・学位授与機構債券

5,000 5,000 -

一年以内返済予定長期借入金 41,131 43,862 2,731

一年以内返済予定承継債務 19,905 16,550 △ 3,355

その他 504 583 79

固定負債 632,105 617,447 △ 14,658

大学改革支援・学位授与機構債券 24,500 24,500 -

長期借入金 548,593 550,303 1,710

承継債務 58,333 41,783 △ 16,550

その他 679 861 182

純資産 24,957 24,138 △ 819

資本金（政府出資金） 8,781 8,781 -

資本剰余金 △ 2,428 △ 2,504 △76

資本剰余金 0 0 -

その他行政コスト累計額 △ 2,428 △ 2,504 △76

利益剰余金 18,604 17,862 △ 742

（単位：百万円）

※ 単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計が合致しない場合があります

（資産）主な変動要因

負債の部は、前年度対比15,351百万円減少となっている。主な要
因としては、財政融資資金への償還によって承継債務が減少したこ
とによる
純資産の部は、前年度対比819百万円の減少となっている。主な要
因としては、大学改革支援・学位授与機構法第18条積立金の取崩に
よって利益剰余金が減少したことによる

（負債・純資産）主な変動要因

（単位：百万円）
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損益計算書（法人単位）

※ 単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計が合致しない場合があります

科目 令和2年度 令和3年度 増減

経常費用 9,521 7,892 △ 1,629

業務費 9,075 7,385 △ 1,690

大学等評価経費 780 575 △ 205

国立大学施設支援経費 7,200 5,685 △ 1,515

学位授与事業経費 257 265 8

質保証連携事業経費 553 543 △ 10

調査研究事業経費 285 317 32

一般管理費 424 493 69

財務費用 23 14 △ 9

経常収益 9,296 7,150 △ 2,146

運営費交付金収益 1,865 1,688 △ 177

処分用資産売却収入 1,381 100 △ 1,281

施設費交付金収益 2,784 2,132 △ 652

受取利息 2,613 2,167 △ 446

その他 653 1,063 410

経常利益又は経常損失（△） △ 225 △ 742 △ 517

臨時損失 0 0 0

臨時利益 0 0 0

当期純利益又は純損失（△） △ 225 △ 742 △ 517

（一般勘定） 49 387 338

（施設整備勘定） △275 △1,129 △854

前中期目標期間繰越積立金取崩額 4 4 -

大学改革支援・学位授与機構法
18条積立金取崩額

275 1,129 854

当期総利益 54 391 337

令和3年度は、施設整備勘定において1,129百万円の純損失が発生
しているが、これは国立大学施設支援経費（施設費交付金支出）が
処分用資産売却収入及び施設費交付金収益（国立大学法人等の不要
財産処分収入の一定割合）等よりも多かったことによる

当期純損失が発生した場合、大学改革支援・学位授与機構法第18条
に規定する積立金（令和3年度末：残高17,280百万円）を取り崩し
て充当することにより、損益が均衡する仕組みとなっている

施設整備勘定における当期純損失（△）について

一般勘定において純利益が発生した場合、中期目標期間中であれば
当該金額を積立金として利益処分を行い、文部科学省に認可された
金額について中期目標期間中に収益化を行うことができるとされて
いる

施設整備勘定において純利益が発生した場合、大学改革支援・学位
授与機構法第18条に規定する積立金に繰り入れ、翌年度以降の施設
費交付事業の財源に充てなければならないとされている

（参考）当期純利益について

（単位：百万円）
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キャッシュ・フロー計算書（法人単位）

科目 令和2年度 令和3年度 増減

業務活動によるキャッシュ・フロー 11,486 15,277 3,791

施設費交付金の交付による支出 △ 3,987 △ 3,467 520

施設費貸付金の貸付による支出 △ 50,425 △ 50,145 280

承継債務負担金債権の回収による
収入

22,801 20,084 △ 2,717

施設費貸付金の回収による収入 38,535 45,949 7,414

その他 4,562 2,856 △ 1,706

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,351 △ 6,190 △ 11,541

預金運用による収入・支出 5,440 △ 6,040 △ 11,480

その他 △ 89 △ 150 △ 61

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 13,603 △ 15,487 △ 1,884

債券の発行による収入 8,477 4,986 △ 3,491

債券の償還による支出 △ 5,000 △ 5,000 -

長期借入れによる収入 46,215 45,728 △ 487

長期借入金の返済による支出 △ 38,830 △ 41,289 △ 2,459

承継債務の返済による支出 △ 24,458 △ 19,905 4,553

その他 △ 7 △ 7 -

資金増加（又は減少）額 3,234 △ 6,399 △ 9,633

資金期首残高 13,046 16,280 3,234

資金期末残高 16,280 9,881 △ 6,399

※ 単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計が合致しない場合があります

当機構の通常の業務の実施に係る資金の状態を示す
承継債務負担金債権の回収による収入は減少している一方で、施設
費貸付金の回収による収入が増加

業務活動によるキャッシュ・フロー

将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金
の状態を示す
令和3年度は、有価証券（譲渡性預金）の取得による支出が増加

投資活動によるキャッシュ・フロー

資金の調達及び返済など財務活動に係る資金の状態を示す
債券の発行による収入の減少に伴い、長期借入金の返済による支出
が増加

財務活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）



5. 資金調達
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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券について

大学等の教育・研究活動の評価、国立大学法人等の施設整備支援、
大学以外の高等教育段階での学習成果の評価に基づく学位授与等を
行う政策執行機関

当機構の位置づけ

全額政府出資

貸付対象である国立大学附属病院は、我が国の医療及び教育政策上
重要な役割を果たしており、貸付先の国立大学法人の信用力は高
く、貸倒実績は1件もありません

信用力のポイント

債券の性質

格付 AA+（R&I）及びAAA（JCR）（取得見込み）

BISリスクウェイト 10％

一般担保付
本債券の債権者は、機構法の定めるところにより、
当機構の財産について、他の債権者に先立って自
己の債権の弁済を受ける権利を有する

日銀適格担保要件の充足 ○

資金使途
全額を施設費貸付事業※1のうち、国立大学法人の
附属病院の医療設備の設置に必要な資金貸付の一
部及び債券の償還※2に充当

※1 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条第1項第2号に定める施設費貸付事業

※2 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第19条第2項で定める債券の償還

発行年限 5年

発行額 50億円

各債券の金額 1,000万円

条件決定日 令和4年度第4四半期を予定

主幹事
大和証券株式会社（事務）
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

その他 ソーシャルボンド

調達資金の使途

当機構債により調達した資金は、
施設費貸付事業に充当しています

第7回独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券 債券とSDGsの関係

当機構の各事業を通じて、我が国の高等教育の質の向上を支援し、高等教
育の更なる発展に寄与することにより、国連が掲げるSDGsの目標4「すべ
ての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を
促進する 」の達成に貢献します
国立大学附属病院への事業を通じて、高度最先端医療の発展や地域医療の
充実に寄与することにより、国連が掲げるSDGsの目標3「あらゆる年齢の
すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」の達成に貢献し
ます
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ソーシャル・ファイナンス・フレームワークの概要

国立大学附属病院を対象として、附属病院における「先進医療の提
供と地域の急性期医療対応等」のための設備整備を実施するため新
規貸付またはリファイナンスに充当されます

貸し付けた資金は、高度の医療の提供、医療技術水準の向上、医療
従事者の養成に役立てられます。貸付先の国立大学附属病院は、我
が国の先進医療技術開発の拠点、かつ地域の医療提供機関のハブと
して、重要な役割を担っています

資金の使途1

当機構は国立大学法人等の教育研究環境の充実及び地域住民への急
性期医療の提供を重要な社会的課題としており、主務官庁である文
部科学省によって、資金使途となるプロジェクトについて適切な選
定基準に則りプロジェクトの選定がなされています

当機構の施設整備等に関する個別の貸付計画は、毎年度文部科学省
の予算と併せて決定されています

プロジェクトの評価と選定のプロセス2

資金は別勘定・別口座で管理されており、資金の充当状況は当機構
内電子システムにて管理されています。また、内部監査、外部監査
等の内部統制体制も整備しています

調達した資金は、原則として、全額を年度内の貸付及び償還（借換
債）に充当しており、未充当資金は発生していません

調達資金の管理3

次ページに詳細を記載しております

資金の充当状況に係るレポーティングは、当機構ウェブサイト上で
開示しています

レポーティング4

当機構は、ICMA（国際資本市場協会）が定めるソーシャルボンド原則に基づき、以下の通りソーシャル・ファイナン
ス・フレームワークを策定し、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（JCR）から「ソーシャルボンド・フ
レームワーク」及び「機構債券」に対してソーシャル評価の付与を受けました

ソーシャル・ファイナンスとは、社会的課題を解決する事業に充当することを目的とした資金調達手段です

概要
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レポーティングについて①

調達した資金は、国立大学附属病院を対象として、附属病院における「先進医療の提供と地域の急性期医療対応等」のための設備整備を実施
するための新規貸付、またはリファイナンスにただちに充当されます

これにより、毎年度未充当資金は発生しないスキームとなっております

資金の充当状況について

資金充当状況に係るレポーティング1

年度 回号 発行日 償還日 発行額 資金充当額 未充当の資金充当残高

令和元年度 第4回債 R2.2.28 R7.3.19 60億円 60億円 0円

令和2年度 第5回債 R3.2.26 R8.3.19 85億円 85億円 0円

令和3年度 第6回債 R4.2.28 R9.3.19 50億円 50億円 0円
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レポーティングについて②

貸付先数 23法人

貸付金総額 18,374百万円

対象事業件数 24事業

将来の医療を担う医療人の教育・養成

臨床医学発展と医療技術水準の向上への貢献

地域の中核病院としての質の高い医療の提供

アウトプット指標（令和3年度実績）

アウトカム指標

インパクト指標（定性目標）

先端医療の実施状況

先端医療技術の実施を可能とする医療機関への承認件数 42大学※1

第2項先進医療（先進医療A）技術承認数 18種類／全24種類中※1

第3項先進医療（先進医療B）技術承認数 34種類／全57種類中※1

脳死での臓器移植の
実施状況

臓器移植医療施設指定件数 38大学※2

脳死臓器医療実施件数 2,067件／全3,527件中※2

政策的な
医療への対応

都道府県がん診療連携拠点病院 24大学※3

地域がん診療連携拠点病院 18大学※3

高度救命救急センター 14大学※3

救急救命センター 13大学※3

総合周産期母子医療センター 20大学※3

地域周産期母子医療センター 22大学※3 等指定を受ける

インパクト・レポーティング2

（参考）先進医療の各技術の概要 厚生労働省ウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan03.html）
※1 令和4年1月18日現在、※2 令和4年1月18日現在、※3 令和3年8月1日現在
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当機構ソーシャルボンドへの『投資表明』について

投資家名の掲載1

当機構HPに投資家名を掲載

当機構のソーシャルボンドの発行に際し、累計21件の投資家の皆さまに投資表明を実施いただいております

初のソーシャルボンド発行となった第4回債（令和2年2月発行）以降、投資表明件数は増加して推移しております
概要

（件） 新規表明件数

6
13

6

7

8

6

13

21

0

5

10

15

20

25

令和元年度 令和2年度 令和3年度

投資表明先一覧 投資表明件数（累計ベース）

投資表明の方法

プレスリリースの掲載2

投資家による掲載情報のリンクを
当機構HPにも掲載

損害保険

トーア再保険株式会社

信託・投信投資顧問

ウエスタン・アセット・
マネジメント株式会社

東京海上アセット
マネジメント株式会社

中央公的

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術
総合開発機構

株式会社日本貿易保険

地銀

株式会社池田泉州銀行

株式会社関西みらい銀行

株式会社名古屋銀行

株式会社広島銀行

地方公的

瑞穂市

諸法人

学校法人愛知学院

アズワン株式会社

京都府住宅新築資金等
貸付事業管理組合

公益財団法人国際保険振興会

公益財団法人
佐藤陽国際奨学財団

中間貯蔵・環境安全事業
株式会社

株式会社東海理化電機製作所

横浜港埠頭株式会社

都銀等

auじぶん銀行株式会社

株式会社三菱UFJ銀行



31

（参考）発行実績について

国立大学財務・経営センター債券および大学改革支援・学位授与機構債券について

※ 格付けについては、各起債時点のものとなっています

これまでの
起債実績

国立大学財務・経営センター債券 大学改革支援・学位授与機構債券

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
（コロナ債）

第6回

発行日
H18.
2.20

H19.
2.7

H20.
3.7

H21.
2.25

H22.
2.25

H23.
2.25

H24.
2.29

H25.
2.28

H26.
2.28

H27.
2.27

H28.
2.29

H29.
2.28

H30.
2.28

H31.
2.28

R2.
2.28

R3.
2.26

R4.
2.28

償還日
H23.
3.18

H24.
3.19

H25.
3.19

H26.
3.20

H27.
3.20

H28.
3.18

H29.
3.17

H30.
3.20

H31.
3.20

R2.
3.19

R3.
3.19

R4.
3.18

R5.
3.20

R6.
3.19

R7.
3.19

R8.
3.19

R9.
3.19

総額
（億円）

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 85 50

年限 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年

利率
（％）

1.08 1.35 1.20 1.16 0.679 0.672 0.464 0.239 0.269 0.152 0.080 0.030 0.060 0.030 0.005 0.030 0.115

発行価格
（円）

99.96 100.00 99.99 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

応募者
利回り(%)

1.088 1.350 1.202 1.164 0.679 0.672 0.464 0.239 0.269 0.152 0.080 0.030 0.060 0.030 0.005 0.030 0.115

JGB
スプレッド

+8bp +14bp +21bp +35bp +12bp ＋9bp ＋12bp ＋8bp ＋7bp ＋5bp - - - - - - +6bp

格付け
AA+

（R&I）
AA+

（R&I）
AA+

（R&I）
AA+

（R&I）
AA+

（R&I）
AA+

（R&I）
AA

（R&I）
AA

（R&I）
AA

（R&I）
AA

（R&I）
AA

（R&I）
AA

（R&I）
AA

（R&I）
AA

（R&I）

AA
（R&I）

AAA
（JCR）

AA+
（R&I）

AAA
（JCR）

AA+
（R&I）

AAA
（JCR）

ソーシャル
評価

- - - - - - - - - - - - - -
Social 1
（JCR）

Social 1
（JCR）

Social 1
（JCR）



新型コロナウイルス感染症の感染拡大のなか、国立大学附属病院はPCR検査体制の確立＆重篤・重症感染症患
者の積極的な受け入れを継続

感染症患者の受入体制確保のため、入院病棟の一時的閉鎖、外来患者の受入制限、手術の抑制、医療機器の緊急
整備を実施

ワクチン接種会場の設置・運営や医師派遣、実技研修会の実施

広島市大規模接種会場の様子
（広島大学）

重症患者への診療にあたる様子
（東京医科歯科大学）

国立大学附属病院の新型コロナウイルス感染症への取組み

東広島市等職域接種の実施時の様子
（広島大学）
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（参考）国立大学附属病院の新型コロナウイルス感染症への取組み

取組例
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お問い合わせ先

本資料は債券発行を行うに際し、参考となる情報の提供のみを目的としたものであり、投資判断の参考となる情報の提供及び投資勧誘を目的としたものではありません

債券への投資をご検討される場合には、当該債券の発行にあたり作成される債券内容説明書及びその他入手可能な直近の情報などをご確認頂き、投資家の皆さまのご自
身の責任でご判断くださいますようお願い申し上げます

〒101-0003  

東京都千代田区一ツ橋2丁目1番2号 学術総合センター10階

竹橋オフィス
大学連携・支援部

国立大学施設支援課

TEL 03-4212-6121 E-mail shikin@niad.ac.jp

FAX 03-4212-6600 URL http://www.niad.ac.jp/


