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（主な増減分析及び勘定科目の説明）

※ 1　土地

27/3 は、減損損失 3,641 百万円の計上（※ 6 参照）及び土地造成勘定への振替 62,024 百万円（※

6 参照）により減少している。28/3 及び 29/3 は、埋立事業の土地造成勘定であった咲洲地

区の荷さばき地を施設提供事業として所有することにしたため、土地への振替を行ったこと

により増加している。

※ 2　建物

27/3 は、主に減損損失 9,586 百万円の計上（※ 6 参照）、土地造成勘定への振替 6,147 百万円（※

6 参照）、舞洲野外活動施設や陶芸施設等の売却 118 百万円（簿価）により減少している。

※ 3　構築物

30/3 は、荷役機械基礎を売却したことにより減少している。

※ 4　船舶

27/3 は、減損損失 55 百万円の計上（※ 6 参照）及び引船事業で使用していた「住之江丸」

の売却 81 百万円（簿価）により減少している。

※ 5　建設仮勘定

著増減はないが、内訳のほとんどが咲洲東木材整理場に係る施設提供事業の投資額である。

（意見 28）咲洲東木材整備場への投資額は、主に設計、汚泥の撤去、地質調査及び護岸工事

であり、海上から確認できる固定資産はない。

咲洲東木材整備場の位置、及び実査写真は以下のとおりである。
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（主な増減分析及び勘定科目の説明） 

※1 土地 

27/3は、減損損失 3,641百万円の計上（※6参照）及び土地造成勘定への振替 62,024

百万円（※6参照）により減尐している。28/3及び 29/3は、埋立事業の土地造成勘

定であった咲洲地区の荷さばき地を施設提供事業として所有することにしたため、

土地への振替を行ったことにより増加している。 

※2 建物 

27/3 は、主に減損損失 9,586 百万円の計上（※6 参照）、土地造成勘定への振替 6、

147百万円（※6参照）、舞洲野外活動施設や陶芸施設等の売却 118百万円（簿価）

により減尐している。 

※3 構築物 

30/3は、荷役機械基礎を売却したことにより減尐している。 

※4 船舶 

27/3は、減損損失 55百万円の計上（※6参照）及び引船事業で使用していた「住之

江丸」の売却 81百万円（簿価）により減尐している。 

※5 建設仮勘定 

著増減はないが、内訳のほとんどが咲洲東木材整理場に係る施設提供事業の投資額

である。（意見●）咲洲東木材整備場への投資額は、主に設計、汚泥の撤去、地質調

査及び護岸工事であり、海上から確認できる固定資産はない。 

咲洲東木材整備場の位置、及び実査写真は以下のとおりである。 

 

 

（上：大阪市港湾局 平成 29年度 港営事業会計事業レポートより 下：監査人が撮影） 

 

（上：大阪市港湾局　平成 29 年度	港営事業会計事業レポートより　下：監査人が撮影）
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※ 6　27/3 の減損損失及び土地造成勘定への振替

　減損損失

地方公営企業会計制度の見直しに伴い、固定資産の減損会計を適用したことによるもので、事

業を廃止、若しくは収支が悪化していた埋立事業の施設について減損損失を計上している。

27/3 に計上した減損損失の内訳は、以下のとおりである。

（単位：百万円）

勘定科目 もとなにわの
海の時空館

舞洲
ヘリポート

舞洲野外
活動施設 舞洲陶芸館 合計

土地 2,205 1,436 － － 3,641
建物 7,837 53 1,540 155 9,586
構築物 8 36 － 6 50
機械及び装置 30 － 62 9 101
船舶 55 － － － 55
工具、器具及び備品 25 0 0 0 26

合計 10,162 1,526 1,603 171 13,463

追加の減損損失の計上が必要と考えられるもとなにわの海の時空館の位置、及び実査写真は以

下のとおりである（指摘 31）。
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※6 27/3 の減損損失及び土地造成勘定への振替 

 減損損失 

地方公営企業会計制度の見直しに伴い、固定資産の減損会計を適用したことに

よるもので、事業を廃止、若しくは収支が悪化していた埋立事業の施設につい

て減損損失を計上している。27/3 に計上した減損損失の内訳は、以下のとおり

である。 

（単位：百万円） 

勘定科目 
もとなにわの 

海の時空館 

舞洲ヘリ

ポート 

舞洲野外

活動施設 

舞洲陶芸

館 
合計 

土地 2,205 1,436 - - 3,641

建物 7,837 53 1,540 155 9,586

構築物 8 36 - 6 50

機械及び装置 30 - 62 9 101

船舶 55 - - - 55

工具、器具及び備品 25 0 0 0 26

合計 10,162 1,526 1,603 171 13,463

追加の減損損失の計上が必要と考えられるもとなにわの海の時空館の位置、及

び実査写真は以下のとおりである（指摘●）。 

  

  

（左上：大阪市港湾局 平成 29 年度 港営事業会計事業レポートより その他：監査人が撮影） 

外観 

代表的な展示物であった「浪華丸」 ガラス張りの天井 

（左上：大阪市港湾局　平成 29 年度	港営事業会計事業レポートより　その他：監査人が撮影）
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　土地造成勘定への振替

埋立事業において、埋立事業の有する土地は基本的に販売用であるという考え方の整理に伴い、

下表の舞洲にある施設は販売のために付帯するものとして「有形固定資産」から「土地造成勘

定」へ振り替えている。27/3 に振り替えた有形固定資産の内訳は以下のとおりである。なお、

下表の舞洲アリーナ、舞洲多目的広場及び舞洲野球場については、保有目的の変更自体が当該

固定資産の減損の兆候に該当する可能性があるため、土地造成勘定へ振り替える前に固定資産

の減損会計を適用すべきであったが、減損会計を適用せずに帳簿価額にて振り替えている。結

果として、下表の舞洲アリーナ、舞洲多目的広場及び舞洲野球場の一部の金額について、「減

損損失」として計上すべき金額が「土地造成勘定評価損」に含まれて表示されている。

（単位：百万円）

勘定科目 舞洲ア
リーナ

舞洲多目
的広場

舞洲
野球場

舞洲野外
活動施設

舞洲
陶芸館 緑地 合計

土地 3,924 14,071 5,831 420 98 37,677 62,024
建物 5,583 264 2 － － 296 6,147
構築物 58 634 3,047 － － 970 4,710
機械及び装置 224 36 145 － － 18 425
工具、器具及び備品 10 － 0 － － － 11

合計 9,802 15,006 9,027 420 98 38,962 73,318

※ 7　基金

増減がないが、内容は大阪港振興基金の積立金である。

※ 8　出資金

増減がないが、内容は主に株式会社大阪港トランスポートシステムの株式である。

※9　長期貸付金、短期貸付金

26/3 から 28/3 に計上している長期貸付金は株式会社大阪港トランスポートシステムへの長

期貸付金のみであり、29/3 に全額繰上償還により回収している。なお、短期貸付金は、全

て一時的な余剰資金を大阪市の他会計に貸し付けているものである。

※10　土地年賦未収金

土地年賦未収金は、埋立事業の土地を分納で移管した際の未回収分である。28/3 から、施

設提供事業が埋立事業から賃借している土地を施設提供事業へ移管する手続を開始したこと

により増加している（4,807 百万円）（指摘 1）。30/3 は、主に民間事業者等へ売却したこと

により増加している（2,453 百万円）。

※11　土地造成勘定

土地造成勘定は、埋立事業の土地造成に係る支出の積み上げである（指摘 33）。

なお、埋立事業の土地造成勘定の簿価の推移は以下のとおりである。
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（単位：百万円）
内容 27/3 28/3 29/3 30/3

期首残高 224,668 202,516 199,616 197,707
埋立等による増加 2,475 1,458 1,357 1,032
売却による減少 △ 3,364 △ 4,418 △ 3,266 △ 8,097
評価損の計上 △ 93,509 － － －
有形固定資産から振替 73,318 － － －
その他 △ 1,073 60 － △ 130

期末残高 202,516 199,616 197,707 190,511

また、30/3 末の地区別の残高は以下のとおりである。

（単位：百万円）
内容 咲洲地区 舞洲地区 鶴浜地区 夢洲地区 合計

完成土地 48,437 49,730 10,997 36,036 145,202
未成土地 6,055 1,531 － 37,721 45,309
土地造成勘定 54,493 51,262 10,997 73,758 190,511

※12　未収金

主に土地年賦未収金の 1 年内回収予定分である。なお、土地年賦未収金の 1 年内回収予定分

は、表示上、29/3 までは「土地年賦未収金」に含めて表示しているが、30/3 以降は、1 年

基準に基づき別掲表示している。

29/3 は、大型の土地売却が発生したことにより増加している。

※13　企業債

27/3 は借入資本金を負債計上したことにより増加しているが、その後は、発行額以上に償

還が進んだことにより逓減している。

※14　繰延年賦売却損益

繰延年賦売却損益は、埋立事業の土地を分納で移管した際の損益を回収期間にわたり繰り延

べるものである。28/3 は施設提供事業が埋立事業から賃借している土地を施設提供事業へ

移管する手続を開始したことにより増加している（2,112 百万円）。（指摘 2）

※15　長期未払金

長期未払金は、埋立事業から施設提供事業に土地を分納で移管した際の施設提供事業の未払

金である。表示上、28/3 までは「その他固定負債」に含めて表示しているが、29/3 以降は、

1 年基準に基づき別掲表示している。

※16　未払金

28/3 は埋立事業の夢洲地区の水道整備費用等により増加している。
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⑶　港湾施設提供事業の経営成績（損益計算書）

ア　港湾施設提供事業の概要

施設提供事業は、港湾機能を効率的に発揮させるために必要な埠頭用地、上屋、荷役機械等を

整備するものである。

港湾施設提供事業は、荷役機械事業と上屋倉庫事業に大きく分かれる。平成 29 年度末時点の

稼働施設は以下のとおりである。

事業 稼働施設 拠点数 面積
荷役機械事業 ガントリークレーン 2 基
上屋倉庫事業 上屋 81 棟 240,337㎡

附設事務所 48 か所 13,699㎡
貯炭場 4,902㎡
荷さばき地 966,822㎡

イ　平成 29 年度の港湾施設提供事業の経営成績

平成 29 年度の施設提供事業の当年度純損益は 321 百万円であり、収益と費用の内訳は以下の

とおりである。
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（３）港湾施設提供事業の経営成績（損益計算書） 

ア 港湾施設提供事業の概要 

施設提供事業は、港湾機能を効率的に発揮させるために必要な埠頭用地、上屋、

荷役機械等を整備するものである。 

港湾施設提供事業は、荷役機械事業と上屋倉庫事業に大きく分かれる。平成 29

年度末時点の稼働施設は以下のとおりである。 

事業 稼働施設 拠点数 面積 

荷役機械事業 ガントリークレーン ２基

上屋倉庫事業 上屋 81 棟 240,337 ㎡

附設事務所 48 か所 13,699 ㎡

貯炭場  4,902 ㎡

荷さばき地  966,822 ㎡

                

イ 平成 29 年度の港湾施設提供事業の経営成績 

平成 29 年度の施設提供事業の当年度純損益は 321 百万円であり、収益と費用の内

訳は以下のとおりである。 

 

（平成 29 年度 港営事業会計事業レポートより） 

 

  

（平成 29 年度	港営事業会計事業レポートより）
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ウ　経営成績の推移

施設提供事業の最近 5 年間の経営成績の推移は以下のとおりであり、主な増減内容を記載して

いる。

（単位：百万円）
勘定科目 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3

営業収益 3,880 3,844 3,941 3,859 3,835
荷役機械収益 110 116 104 ※ 1	65 54
上屋倉庫収益	※ 2 3,741 3,728 3,836 3,794 3,781
引船収益 28 ※ 3	－ － － －

営業費用 4,216 4,098 4,550 4,245 4,013
荷役機械運営費 89 69 64 60 91
上屋倉庫運営費 3,325 3,250 3,310 3,358 3,254
引船運営費 39 ※ 3	－ － － －
減価償却費 761 761 796 734 655
資産減耗費 － 16 ※ 4	378 91 12

営業利益（△は損失） △ 335 △ 253 △ 609 △ 386 △ 178
営業外収益 	902	 	849	 	848	 	832	 	818	

受取利息及び配当金 	0	 	0	 － － －
長期前受金戻入	★ － 	2	 2	 	1	 	0	
雑収益	※ 5 	902	 	846	 	845	 	830	 	818	

営業外費用 	252	 	210	 	171	 	139	 	123	
支払利息及び企業債取扱諸費※ 6 	251	 	206	 	168	 	138	 122	
繰延勘定償却 	0	 	0	 	0	 	0	 	0	
雑支出 	1	 	3	 	3	 0 0	

経常利益 	313	 	384	 	67	 	306	 	517	
特別利益 	839	 	1,400	 	0	 	391	 	113	

固定資産売却益 ※ 7	839	 ※ 7	1,371	 	0	 － 108	
過年度損益修正益 － － － ※ 8	391	 	5	
その他特別利益 － 	29	 － － －

特別損失 	98	 	183	 	192	 	759	 	309	
固定資産売却損 － － 192	 	6	 170	
減損損失	★ － － － 	－	 ※ 9	128	
過年度損益修正損 － － － ※ 8	750	 	0	
その他特別損失 98	 ※ 10	183	 － 	2	 	10	

当年度純利益（△は損失） 	1,055	 	1,601	 	△ 124	 	△ 62	 	321	
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（主な増減分析及び勘定科目の説明）

※ 1　荷役機械収益・荷役機械運営費

荷役機械収益・運営費は、利用者が岸壁に貨物の積み降ろしを行う荷役機械等を使用するこ

とで得られる収益と対応する運営費（費用）である。

過去 5 年間における荷役機械の概要は下表のとおりであり、コンテナ荷役のためのガント

リークレーンの使用収益である。

項目 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3
使用基数 2 基 2 基 2 基 2 基 2 基

稼働時間 954 時間 941 時間 777 時間 837 時間 691 時間
荷役機械収益	 110 百万円 116 百万円 104 百万円 65 百万円 54 百万円

29/3 に賃貸していたクレーン（上表中の使用基数とは別のクレーン）を売却していること、

及び稼働時間が減少傾向であることにより収支が悪化しており、今後の事業継続の合理性に

ついて港湾局内で検討しているとのことである（参照：港湾施設提供事業経営計画）。

荷役機械の位置、及び実査写真は以下のとおりである。
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（主な増減分析及び勘定科目の説明） 

※1 荷役機械収益・荷役機械運営費 

荷役機械収益・運営費は、利用者が岸壁に貨物の積み降ろしを行う荷役機械等を使

用することで得られる収益と対応する運営費（費用）である。 

過去５年間における荷役機械の概要は下表のとおりであり、コンテナ荷役のための

ガントリークレーンの使用収益である。 

項目 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 

使用基数 ２基 ２基 ２基 ２基 ２基

稼働時間 954 時間 941 時間 777 時間 837 時間 691 時間

荷役機械収益  110 百万円 116 百万円 104 百万円 65 百万円 54 百万円

29/3 に賃貸していたクレーン（上表中の使用基数とは別のクレーン）を売却してい

ること、及び稼働時間が減少傾向であることにより収支が悪化しており、今後の事

業継続の合理性について港湾局内で検討しているとのことである（参照：港湾施設

提供事業経営計画）。 

荷役機械の位置、及び実査写真は以下のとおりである。 

  

（左：平成２９年度港営事業会計事業レポートより 右：監査人が矢印の方向に撮影） 

  

合計２基 

（左：平成 29 年度港営事業会計事業レポートより　右：監査人が矢印の方向に撮影）



36 37

※ 2　上屋倉庫収益・上屋倉庫運営費

上屋倉庫収益・運営費は、利用者が上屋・附設事務所・貯炭場・荷さばき地等を使用するこ

とで得られる使用料収益と対応する運営費（費用）である。

過去 5 年間における上屋倉庫収益の主である上屋と荷さばき地の概要は以下のとおりであ

る。

項目 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3
上屋棟数 81 棟 81 棟 81 棟 81 棟 81 棟
荷さばき地許可面積 423,857㎡ 433,017㎡ 509,534㎡ 508,889㎡ 522,561㎡
荷さばき地総面積 918,081㎡ 918,081㎡ 983,041㎡ 966,330㎡ 966,822㎡
許可比率 46.4% 47.2% 51.8% 52.7% 54.0%

※　荷さばき地総面積は、SOLAS フェンス沿い等実際には許可できない範囲や一体使用荷さば

き地も含まれる

上屋棟数は過去 5 年間において変動はなく、荷さばき地総面積は貯炭場からの転用や荷さば

き地の新規供用により逓増している。併せて、荷さばき地許可面積も逓増している。上屋と

荷さばき地に係る収入は市の条例により決まっており、安定している。

上表の許可比率は各年度末時点のものであり、50% 程度で推移している。30/3 の 1 年間の

使用された延べ床面積比率は 51.5% であり、30/3 の年度末の許可比率と大差はない。港湾

局としては、未許可面積の比率が高いため稼働率向上等の施策を実施しているところである

（参照：港湾施設提供事業経営計画）。

また、上屋倉庫運営費は、主に埋立事業への賃借料の支払い、人件費、修繕費、委託費等で

あり、安定的に推移している。

※ 3　引船収益・引船運営費

引船収益・運営費は、26/3 まで行っていた引船事業に係る収益・費用である。26/3 に収支

が悪かったこと及び民営化の促進等の理由により事業を廃止し、使用していた船舶「河内丸」

を 26/3 に、「住之江丸」を 27/3 に売却している。

※ 4　資産減耗費

資産減耗費は、主に固定資産除却費である。28/3 に主に民間事業者に貸し付けていた岸壁

のガントリークレーン 2 基の老朽化による事故発生リスクを解消すること及び効率的な荷役

機械を改めて整備するため除却している。

※ 5　雑収益

雑収益のほとんどは土地の賃貸料収益であり、各年度の推移は以下のとおり安定的に推移し

ている（指摘 3）。
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（単位：百万円）
項目 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3

土地賃貸料収入 832 802 791 779 779

※ 6　支払利息及び企業債取扱諸費

元本の償還及び利率の低下により逓減傾向である。

※ 7　固定資産売却益

26/3 は、夢洲埠頭用地の売却益 662 百万円を計上したこと及び引船事業で使用していた「河

内丸」の売却益 117 百万円を計上したことによるものである。27/3 は、夢洲埠頭用地の売

却益 1,265 百万円を計上したこと及び引船事業で使用していた「住之江丸」の売却益 106

百万円を計上したことによるものである。

※ 8　過年度損益修正益・過年度損益修正損

29/3 において、主に固定資産の実物と固定資産台帳の照合（実査）をしたことにより過不

足があったものを損益計上しているものである。

※ 9　減損損失

収支が悪化している荷役機械事業の荷役機械等について、回収可能価額（正味売却価額）ま

で減損している。

※10　その他特別損失

地方公営企業会計制度の見直しに伴い、貸倒引当金、賞与引当金及び退職給付引当金を計上

したことによる過年度影響分である。
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⑷　大阪港埋立事業の経営成績（損益計算書）

ア　大阪港埋立事業の概要

埋立事業は、公有水面の埋立により取得した咲洲地区、舞洲地区、鶴浜地区及び夢洲地区の埋

立地を、埠頭用地、公園、緑地及び道路等の行政財産となる市有地等をのぞき、普通財産として

土地利用計画に応じて企業等へ分譲するものである。

イ　平成 29 年度の大阪港埋立事業の経営成績

平成 29 年度の埋立事業の当年度純損益は 7,601 百万円であり、収益と費用の内訳は以下のと

おりである。
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イ 平成 29 年度の大阪港埋立事業の経営成績 

平成 29 年度の埋立事業の当年度純損益は 7,601 百万円であり、収益と費用の
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（平成 29 年度 港営事業会計事業レポートより） 

  （平成 29 年度	港営事業会計事業レポートより）


