
自 ： 平成２７年　４月　１日

至 ： 平成２８年　３月３１日

国立大学法人東北大学

平成２７事業年度

決　算　報　告　書



国立大学法人東北大学

差　　　額

（決算－予算）

 収入 　 　 　

運営費交付金 48,514 48,936 422 （注１）

施設整備費補助金 4,829 2,929 △ 1,900 （注２）

補助金等収入 17,977 16,422 △ 1,555 （注３）

国立大学財務・経営センター施設費交付金 134 134 -

自己収入 49,247 50,623 1,376

授業料、入学料及び検定料収入 9,713 9,706 △ 6

附属病院収入 35,469 37,048 1,578 （注４）

財産処分収入 31 110 80

雑収入 4,035 3,759 △ 276

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 22,585 27,471 4,886 （注５）

引当金取崩 - 1,131 1,131

長期借入金収入 2,662 2,662 △ 0

前中期目標期間繰越積立金取崩 - - -

目的積立金取崩 979 1,757 778

出資金 - - -

計 146,927 152,064 5,137

 支出

業務費 94,501 100,379 5,878

教育研究経費 62,972 66,958 3,986 （注６）

　　うち設備災害復旧事業 - - -

診療経費 31,529 33,421 1,892 （注７）

施設整備費 7,625 5,703 △ 1,922 （注８）

　　うち施設災害復旧事業 - 19 19

補助金等 17,977 13,746 △ 4,231 （注９）

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 22,585 21,899 △ 686 （注１０）

長期借入金償還金 4,239 4,163 △ 76

国立大学財務・経営センター施設費納付金 - 55 55

出資金 - 1,050 1,050 （注１１）

計 146,927 146,995 68

- 5,069 5,069

○予算と決算の差異について

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

（注７）

（注８）

（注９）

（注１０）

（注１１）

平成27年度　決算報告書

（単位：百万円）

区　　分 予　算　額 決　算　額 備　　　考

出資金については、特定研究成果活用支援事業に出資したことにより、予算額に比して決算額が1,050百万円多

額となっております。

収入－支出

運営費交付金については、当初予算段階では予定していなかった特別運営費交付金が追加交付されたこと等によ

り、予算額に比して決算額が422百万円多額となっております。

施設整備費補助金については、総合研究棟（農学系）など一部事業の翌年度繰越等により、予算額に比して決算

額が1,900百万円少額となっております。

補助金等収入については、事業費の繰越等により、予算額に比して決算額が1,555百万円少額となっておりま

す。

附属病院収入については、外来診療単価増等により、予算額に比して決算額が1,578百万円多額となっておりま

す。

産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、外部資金の獲得に努めたこと等により、予算額に比して決算

額が4,886百万円多額となっております。

教育研究経費については、青葉山新キャンパス整備事業の支出による増等により、予算額に比して決算額が

3,986百万円多額となっております。

診療経費については、病院収入の増等により、予算額に比して決算額が1,892百万円多額となっております。

施設整備費については、（注２）に示した理由等により、予算額に比して決算額が1,922百万円少額となってお

ります。

補助金等については、（注３）に示した理由等により、予算額に比して決算額が4,231百万円少額となっており

ます。

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等については、寄附金等の繰越等により、予算額に比して決算額が686百

万円少額となっております。
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