
自 ： 平成３０年　４月　１日

至 ： 平成３１年　３月３１日

国立大学法人東北大学

平成３０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 45,348 45,755 406 （注１）

 　うち補正予算による追加 - 1 1
施設整備費補助金 2,009 1,398 △ 611 （注２）

 　うち補正予算による追加 - 45 45
補助金等収入 10,781 9,594 △ 1,186 （注３）
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 88 88 -
自己収入 53,093 76,032 22,939

授業料、入学料及び検定料収入 9,563 9,727 163
附属病院収入 40,627 39,730 △ 897 （注４）
財産処分収入 - 22,010 22,010 （注５）
雑収入 2,901 4,564 1,663 （注６）

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 26,999 27,609 610 （注７）
引当金取崩 747 899 151
長期借入金収入 613 609 △ 4
目的積立金取崩 636 759 122
出資金 1,400 1,400 -

計 141,718 164,146 22,428
 支出

業務費 96,466 97,060 593
教育研究経費 59,054 61,108 2,053 （注８）
　　うち設備災害復旧事業 - - -
診療経費 37,412 35,951 △ 1,460 （注９）

施設整備費 2,711 2,095 △ 615 （注１０）
　　うち施設災害復旧事業 - 1 1

補助金等 10,781 8,764 △ 2,017 （注１１）
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 26,999 23,088 △ 3,910 （注１２）
長期借入金償還金 3,358 3,373 14
大学改革支援・学位授与機構施設費納付金 - - -
出資金 1,400 1,400 -

計 141,718 135,781 △ 5,936

- 28,364 28,364

○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）

（注１２）

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
2,053百万円多額となっております。

診療経費については、医療設備の整備の見直しに伴う支出減、附属病院収入の減に伴う医療経費の減等により、予
算額に比して決算額が1,460百万円少額となっております。

平成30年度　決算報告書

（単位：百万円）

区　　分 予　算　額 決　算　額 備　　　考

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406百万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（旧金研10号館）の事業の計画変更等により、予算額に比して決算額が
611百万円少額となっております。

補助金等収入については、受入の減等により、予算額に比して決算額が1,186百万円少額となっております。

附属病院収入については、入院患者数の減等により、予算額に比して決算額が897百万円少額となっております。

財産処分収入については、雨宮キャンパスの譲渡により、予算額に比して決算額が22,010百万円多額となっており
ます。

雑収入については、寄宿舎料収入、学校財産貸付料収入等の増により、予算額に比して決算額が1,663百万円多額と
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610百万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615百万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2,017百万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
3,910百万円少額となっております。
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