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「平成２３年度 国立大学法人秋田大学 年度計画」の一部変更 新旧対照表

現 行 変更後

ⅠⅠⅠⅠ 大学大学大学大学のののの教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためにとるべきするためにとるべきするためにとるべきするためにとるべき措置措置措置措置 ⅠⅠⅠⅠ 大学大学大学大学のののの教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためにとるべきするためにとるべきするためにとるべきするためにとるべき措置措置措置措置

１１１１ 教育教育教育教育にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための措置措置措置措置 １１１１ 教育教育教育教育にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための措置措置措置措置

（（（（１１１１） （） （） （） （１１１１））））

（略） （同左）

（（（（２２２２） （） （） （） （２２２２））））

（（（（３３３３））））学生学生学生学生へのへのへのへの支援支援支援支援にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための措置措置措置措置 （（（（３３３３））））学生学生学生学生へのへのへのへの支援支援支援支援にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための措置措置措置措置

【11】 【11】

（略） （同左）～ ～
【15】 【15】

【16】入学料・授業料免除枠の拡大や修学支援の基金充実など，学生に対 【16】入学料・授業料免除枠の拡大や修学支援の基金充実など，学生に対

する財政的支援を行う。 する財政的支援を行う。

・教育研究支援基金の財源確保について検討するとともに，学内外への ・教育研究支援基金の財源確保について検討するとともに，学内外への

広報活動を実施する。 広報活動を実施する。

・平成23年３月に発生した東日本大震災により授業料等の納付が困難と

なった学生に対し，経済的理由により修学を断念することがないよう，

授業料免除等の経済的支援の充実を図る。

【17】（略） 【17】（同左）

Ⅱ ⅡⅡ ⅡⅡ ⅡⅡ Ⅱ
（略） （同左）

Ⅲ ⅢⅢ ⅢⅢ ⅢⅢ Ⅲ

ⅥⅥⅥⅥ 予算予算予算予算（（（（人件費人件費人件費人件費のののの見積見積見積見積りをりをりをりを含含含含むむむむ。）。）。）。），，，，収支計画及収支計画及収支計画及収支計画及びびびび資金計画資金計画資金計画資金計画 ⅥⅥⅥⅥ （同左）

別紙参照

Ⅶ ⅦⅦ ⅦⅦ ⅦⅦ Ⅶ
（略） （同左）～ ～

Ⅹ ⅩⅩ ⅩⅩ ⅩⅩ Ⅹ
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（別紙）予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 （別紙）予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画

１．予 算 １．予 算

平成２３年度 予算 平成２３年度 予算

（単位：百万円） （単位：百万円）

区 分 金 額 区 分 金 額

収入 収入

運営費交付金 ９，９９６ 運営費交付金 １０，０２１

うち補正予算による追加 ２６

施設整備費補助金 ２５６ 施設整備費補助金 ２５６

補助金等収入 ４２４ 補助金等収入 ４２４

国立大学財務・経営センター施設費交付金 ４６ 国立大学財務・経営センター施設費交付金 ４６

自己収入 １５，９８２ 自己収入 １５，９５７

授業料及び入学料検定料収入 ２，９７２ 授業料及び入学料検定料収入 ２，９４７

附属病院収入 １２，８７１ 附属病院収入 １２，８７１

財産処分収入 ０ 財産処分収入 ０

雑収入 １３９ 雑収入 １３９

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 １，３５２ 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 １，３５２

引当金取崩 ５２ 引当金取崩 ５２

長期借入金収入 ２，９３０ 長期借入金収入 ２，９３０

計 ３１，０３８ 計 ３１，０３８

支出 支出

業務費 ２４，９２２ 業務費 ２４，９２２

教育研究経費 １３，１０６ 教育研究経費 １３，１０６

診療経費 １１，８１６ 診療経費 １１，８１６

施設整備費 ３，２３３ 施設整備費 ３，２３３

補助金等 ４２４ 補助金等 ４２４

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 １，３５２ 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 １，３５２

長期借入金償還金 １，１０７ 長期借入金償還金 １，１０７

計 ３１，０３８ 計 ３１，０３８

［人件費の見積り］ ［人件費の見積り］

期間中総額 １２，７１９百万円を支出する。（退職手当は除く） 期間中総額 １２，７１９百万円を支出する。（退職手当は除く）

（うち総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額９，０４４百万円） （うち総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額９，０４４百万円）
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注）「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち，前年度よりの繰越金 注）「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち，前年度よりの繰越金

産学連携等研究収入：３２百万円 産学連携等研究収入：３２百万円

※ 運営費交付金収入には，平成２３年度補正予算（第１号）により措置され

た東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業（２６百万円）

が含まれている。

また，授業料及び入学料検定料収入の変更は，東日本大震災により被災し

た学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

２．収支計画 ２．収支計画

平成２３年度 収支計画 平成２３年度 収支計画

（単位：百万円） （単位：百万円）

区 分 金 額 区 分 金 額

費用の部 ２７，８３２ 費用の部 ２７，８３２

経常費用 ２７，８３２ 経常費用 ２７，８３２

業務費 ２４，９０１ 業務費 ２４，９０１

教育研究経費 ２，８５２ 教育研究経費 ２，８５２

診療経費 ７，５３０ 診療経費 ７，５３０

受託研究費等 ６３５ 受託研究費等 ６３５

役員人件費 ９５ 役員人件費 ９５

教員人件費 ７，０８６ 教員人件費 ７，０８６

職員人件費 ６，７０３ 職員人件費 ６，７０３

一般管理費 ７２７ 一般管理費 ７２７

財務費用 ３３８ 財務費用 ３３８

雑損 ０ 雑損 ０

減価償却費 １，８６６ 減価償却費 １，８６６

臨時損失 ０ 臨時損失 ０

収益の部 ２７，８５３ 収益の部 ２７，８５３

経常収益 ２７，８５３ 経常収益 ２７，８５３

運営費交付金収益 ９，６４７ 運営費交付金収益 ９，６７３

うち補正予算による追加 ２６

授業料収益 ２，４６８ 授業料収益 ２，４４５

入学金収益 ３７２ 入学金収益 ３６９

検定料収益 ９５ 検定料収益 ９５
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附属病院収益 １２，８７１ 附属病院収益 １２，８７１

受託研究等収益 ６３５ 受託研究等収益 ６３５

補助金等収益 ３１６ 補助金等収益 ３１６

寄附金収益 ４２５ 寄附金収益 ４２５

財務収益 ５ 財務収益 ５

雑益 ３１４ 雑益 ３１４

資産見返運営費交付金等戻入 ３８６ 資産見返運営費交付金等戻入 ３８６

資産見返補助金等戻入 １０８ 資産見返補助金等戻入 １０８

資産見返寄附金戻入 １１６ 資産見返寄附金戻入 １１６

資産見返物品受贈額戻入 ９５ 資産見返物品受贈額戻入 ９５

臨時利益 ０ 臨時利益 ０

純利益 ２１ 純利益 ２１

目的積立金取崩 ０ 目的積立金取崩 ０

総利益 ２１ 総利益 ２１

注）受託研究費等は，受託事業費，共同研究費及び共同事業費を含む。 注）受託研究費等は，受託事業費，共同研究費及び共同事業費を含む。

注）受託研究等収益は，受託事業収益，共同研究収益及び共同事業収益を含む。 注）受託研究等収益は，受託事業収益，共同研究収益及び共同事業収益を含む。

注）純利益及び総利益には，附属病院における借入金返済額（建物，診療機器 注）純利益及び総利益には，附属病院における借入金返済額（建物，診療機器

等の整備のための借入金）が，対応する固定資産の減価償却費よりも大き 等の整備のための借入金）が，対応する固定資産の減価償却費よりも大き

いため発生する会計上の観念的な利益を計上している。 いため発生する会計上の観念的な利益を計上している。

※ 運営費交付金収益には，平成２３年度補正予算（第１号）により措置され

た東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業（２６百万円）

が含まれている。

また，授業料収益及び入学料収益の変更は，東日本大震災により被災した

学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

３．資金計画 ３．資金計画

平成２３年度 資金計画 平成２３年度 資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円）

区 分 金 額 区 分 金 額

資金支出 ３７，４４０ 資金支出 ３７，４４０

業務活動による支出 ２６，３４０ 業務活動による支出 ２６，３４０
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投資活動による支出 ３，１８６ 投資活動による支出 ３，１８６

財務活動による支出 １，５１２ 財務活動による支出 １，５１２

翌年度への繰越金 ６，４０２ 翌年度への繰越金 ６，４０２

資金収入 ３７，４４０ 資金収入 ３７，４４０

業務活動による収入 ２７，８０６ 業務活動による収入 ２７，８０６

運営費交付金による収入 ９，９９６ 運営費交付金による収入 １０，０２１

うち補正予算による追加 ２６

授業料及び入学料検定料による収入 ２，９７２ 授業料及び入学料検定料による収入 ２，９４７

附属病院収入 １２，８７１ 附属病院収入 １２，８７１

受託研究等収入 ８１０ 受託研究等収入 ８１０

補助金等収入 ４２４ 補助金等収入 ４２４

寄附金収入 ５４１ 寄附金収入 ５４１

その他の収入 １９２ その他の収入 １９２

投資活動による収入 ３０２ 投資活動による収入 ３０２

施設費による収入 ３０２ 施設費による収入 ３０２

その他の収入 ０ その他の収入 ０

財務活動による収入 ２，９３０ 財務活動による収入 ２，９３０

前年度よりの繰越金 ６，４０２ 前年度よりの繰越金 ６，４０２

注）施設費による収入には，独立行政法人国立大学財務・経営センターにおけ 注）施設費による収入には，独立行政法人国立大学財務・経営センターにおけ

る施設費交付事業にかかる交付金を含む。 る施設費交付事業にかかる交付金を含む。

※ 資金収入には，平成２３年度補正予算（第１号）により措置された東日本

大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業（２６百万円）が含ま

れている。

また，授業料及び入学料検定料による収入の変更は，東日本大震災により

被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

別表（学部の学科，研究科の専攻等） 別表（同左）

※ 変更理由：平成 23 年度補正予算（第１号）の成立のため


