
資料３－２ 

 

公立大学法人大阪市立大学の平成２３年度財務諸表の概要について 

 

１ 公立大学法人の財務諸表 

 公立大学法人は、市民その他の利害関係者に対し、財政状態や運営状況に関する説明

責任を果たし、自己の状況を客観的に把握する観点から、地方独立行政法人法第３４条

及び大阪市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第１０条に基づ

き、財務諸表として、貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類、キャッシュ・

フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書の作成が義務付けられています。 

 公立大学法人は、事業年度の終了後３カ月以内に事業報告書と決算報告書を添えて、

財務諸表を市長に提出することとされており、６月２８日付けで大阪市長あて提出があ

ったところです。 

 市長は、公立大学法人評価委員会の意見を聴いたうえで、承認を行うこととされてい

ます。 

 なお、公立大学法人は、同法第３４条第２項により、財務諸表の提出にあたって、監

事の監査と会計監査人の監査を受けることが義務付けられており、会計監査人及び監事

の監査報告意見は下のとおりです。 

 

○会計監査人の監査報告書（意見部分抜粋） 

（１）財務諸表（利益の処分に関する書類（案）、関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等

に基づき記載している部分を除く。）が、我が国において一般に公正妥当と認められる地方独立

行政法人の会計の基準に準拠して、公立大学法人大阪市立大学の財政状態、運営状況、キャッシ

ュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。 

（２）利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。 

（３）決算報告書は、理事長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと

認める。 

（４）事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、公立大学法人大阪市立大学の財政状態及び

運営状況を正しく示しているものと認める。 

  

○監事の監査報告書（意見部分抜粋） 

（１）会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認める。 

（２）財務諸表（利益の処分に関する書類（案）を除く。）は、地方独立行政法人会計基準及び

一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されており、財政状態、運営状況、キャッ

シュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況を適正に表示しているものと認める。 

（３）利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。 

（４）事業報告書は、業務運営の状況を正しく示しているものと認める。 

（５）決算報告書は、決算の状況を正しく示しているものと認める。 
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２　平成２３年度決算の概要

（１）貸借対照表の概要 （単位：億円）

土地 385.32 資産見返負債（※１） 168.14

建物 411.09 長期寄付金債務 30.55

工具器具備品 46.60 長期借入金 14.50

図書 138.24 長期リース債務 2.86

その他 7.72 資産除去債務（※２） 0.07

小計 988.97 その他 1.49

無形固定資産 2.33 合計 217.61

投資その他の資産 23.05 未払金 64.74

合計① 1,014.35 寄付金債務 15.68

現金及び預金 90.89 その他 19.65

未収附属病院収入 48.55 合計 100.07

その他 15.91 合計③ 317.68

合計② 155.35 資本金 981.78

資本剰余金（※３） △ 198.88

利益剰余金 69.12

合計④ 852.02

資産合計（①＋②） 1,169.70 負債純資産合計（③＋④） 1169.70

固
定
資
産

（※２）地方独立行政法人会計基準改訂に伴い、平成２３年度より資産除去債務に関する会計基準を
適用しており、アスベストや放射性廃棄物の処理費用の見積額として新たに700万円を計上。

純
資
産
の
部

（※１）資産見返負債は、法人化時に承継した償却資産及び法人が授業料等で償却資産を取得した
場合に、当該資産の見返として同額を負債に計上し、減価償却処理により費用が発生する都度、取り
崩して収益化し、資産・負債、費用・収益を均衡させる公立大学法人特有の会計処理。

（※３）資本剰余金の主なものは損益外減価償却累計額で、大阪市から出資した建物については、減
価償却に見合う収益の獲得が見込めないことから、減価償却処理を損益計算に反映させず、資本剰
余金から控除する公立大学法人特有の会計処理であり、法人化時より２１７億円減少。

固
定
負
債

流
動
負
債

資
産
の
部

負
債
の
部

流
動
資
産

有
形
固
定
資
産
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（２）損益計算書の概要 （単位：億円）

16.07 運営費交付金収益 133.33

22.24 授業料収益等 51.18

157.53 附属病院収益 265.30

10.19 受託研究等収益等 15.22

13.02 補助金等収益 3.92

247.53 寄付金収益等 6.50

466.58 資産見返負債戻入（※１） 7.23

一般管理費 15.06 その他 10.79

その他 0.93

合計①　　　　　 482.57 合計② 493.47

10.90

臨時
損失

その他臨時損失（※２） 0.01
臨時
利益

運営費交付金収益等（※３） 3.35

3.34

482.58 収益合計⑧（②＋⑤） 496.82

4.67

18.91

（※２）地方独立行政法人会計基準改訂に伴い、平成２３年度より資産除去債務に関する会計基準を適
用しており、会計基準適用前に保有している固定資産について、適用初年度に過年度分の会計処理とし
て臨時費用100万円を計上。

（※３）退職金の執行残については例年、運営費交付金債務に計上していたが、23年度は第一期中期目
標期間の最終事業年度であることから運営費交付金債務の精算が必要であり、全額を臨時利益として
収益化。

人件費

目的積立金取崩

費用合計⑦（①＋④）

経常利益③（②－①）　

臨時利益－臨時損失⑥（⑤－④）　

当期総利益⑩（⑧-⑦＋⑨）

合計

（※１）法人化時に承継した償却資産及び法人が授業料等で償却資産を取得した場合に、当該資産の見
返として同額を貸借対照表の負債に計上し、減価償却処理により費用が発生する都度、取り崩して収益
化し、資産・負債、費用・収益を均衡させる公立大学法人特有の会計処理。

経常
費用

業
務
費

教育経費

経常
収益

研究経費

診療経費

教育研究支援経費

受託研究費・受託事業費

⑨ 

④ ⑤ 
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（３）キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：億円）

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 185.48

人件費支出 △ 250.02

その他の業務支出 △ 13.88

運営費交付金収入 133.51

授業料収入等 51.62

附属病院収入 262.39

受託研究・受託事業等収入等 16.05

補助金等収入 4.03

寄附金収入 9.11

その他の業務収入 9.75

預り金等増減 2.34

業務活動によるキャッシュ・フロー① 39.42

有価証券の取得による支出 △ 155.00

有価証券の償還による収入 162.50

有形・無形固定資産の取得による支出 △ 23.04

有形・無形固定資産の売却による収入 0.02

定期預金等の取得による支出 △ 100.00

定期預金等の払戻による収入 65.19

施設費による収入 0.22

利息及び配当金の受取額 0.11

投資活動によるキャッシュ・フロー② △ 50.00

リース債務の返済による支出 △ 6.39

長期借入の返済による支出 △ 6.70

長期借入による収入 6.00

利息の支払額 △ 0.74

財務活動によるキャッシュ・フロー③ △ 7.83

資金増加額④（①＋②＋③） △ 18.41

資金期首残高⑤　　　　　　 49.30

資金期末残高⑥（④＋⑤） 30.89

722.84

△ 741.25（参考）支出合計

業務活動によ
るキャッシュ・

フロー

投資活動によ
るキャッシュ・

フロー

財務活動によ
るキャッシュ・

フロー

（参考）収入合計
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（４）利益処分の内容 （単位：億円）

当期未処分利益 18.91

積立金振替額 50.21

利益処分額 69.12

当期総利益

地方独立行政法人法第４０条第４項の規定により、
大阪市長の承認を受けようとする額

教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善
積立金
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（５）行政サービス実施コスト計算書の概要 （単位：億円）

業務費 466.58

一般管理費 15.06

その他 0.93

経常費用合計① 482.57

臨時損失② 0.01

損益計算書上の費用③（①＋②） 482.58

授業料等収益 △ 51.18

附属病院収益 △ 265.30

受託研究・受託事業等収益 △ 15.22

寄附金収益 △ 6.50

その他　　　　　　　 △ 11.84

（控除）自己収入等合計④ △ 350.04

業務費用合計⑤（③＋④） 132.54

損益外減価償却相当額⑥ 22.06

損益外利息費用相当額⑦（※１） 0.00

損益外除売却差額相当額⑧（※２） 0.00

引当外賞与増加見積額⑨（※３） 0.28

引当外退職給付増加見積額⑩（※４） 3.55

5.90

7.66

13.56

行政サービス実施コスト（⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩＋⑪） 171.99

国または地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃貸借取引の機会
費用

大阪市出資等の機会費用

（※１）特定された除去費用等の当該事業年度中の増加額（期末損益外利息費用相当額－期首損益外利息費用相
当額）

機会費用合計⑪

（考え方⑥から⑧）公立大学法人特有の会計処理により、損益計算書に費用が計上されないが、法人の業務運営に
よって貸借対照表上の純資産を減少させており、当該事業期間の減少分をコストとして計上している。

（考え方⑨⑩）公立大学法人特有の会計処理により、賞与及び退職給付の引当金は計上しないが、仮に引当てた場
合に発生する当該事業期間のコストを計上している。

経
常
費
用

機
会
費
用

（※３）６月賞与については、損益計算書上、支給年度一括で費用計上しているが、６月賞与の計算期間は、前年12
月～翌年５月と二つの会計年度に跨っており、支給年度による費用計上ではなく、計算期間に基づいた場合の賞与
の増加見積額。

（※４）退職給付の当該事業年度中の増加見積額（期末退職給付見積額－期首退職給付見積額－期中退職手当相
当額）

（※２）特定された固定資産の除去時の残存価格（取得価格－除却時点の損益外減価償却額）

業
務
費
用

損
益
計
算
書
上
の
費
用

自
己
収
入
等

51



52



（６）附属病院の収支 （単位：億円）

0.34 運営費交付金収益 26.04

0.03 授業料収益等 -

157.53 附属病院収益 265.30

- 受託研究・受託事業等収益 5.76

3.65 補助金等収益 1.73

127.42 寄附金収益 0.01

288.97 資産見返負債戻入 1.48

一般管理費 6.03 その他 5.85

その他 0.70

合計①　　　　　 295.70 合計② 306.17

経常利益③（②－①）　 10.47

開
示
す
べ
き
セ
グ
メ
ン
ト
情
報

経
常
費
用

業
務
費

教育経費

経
常
収
益

研究経費

診療経費

教育研究支援経費

受託研究・受託事業費

人件費

合計
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（参考） 

 

○地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解（趣旨抜粋） 

 

＜出資した建物＞ 

 地方独立行政法人においては、資産の減価部分については通常は運営費交付金の算定

対象とはならず、運営費交付金に基づく収益以外の収益によって充当することも必ずし

も予定されていない。 

 更に資産の更新に当たっては、出資者たる地方公共団体により改めて必要な措置が講

じられることになるものと想定される。 

 このような場合においては、減価償却に相当する額は、むしろ実質的には資本の価値

の減少と考えるべきであることから、損益計算上の費用には計上せず、地方独立行政法

人の資本剰余金を直接に減額することによって処理する。 

 

＜運営費交付金等で購入した物品（承継した物品を含む。）＞ 

 取得固定資産等が運営費交付金、授業料などにより支出された場合は、その金額を運

営費交付金債務から別の負債項目である資産見返運営費交付金等に振り替える。資産見

返運営費交付金等は、償却資産の場合は毎事業年度、減価償却相当額を資産見返運営費

交付金等戻入として収益に振り替える。 
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平成２３年度財務諸表の概要について （参考）

（単位：億円）

キャッシュフロー計算書 貸借対照表 損益計算書 行政サービス実施コスト計算書

資産 負債
1,170 318

固定資産 資産見返負債
支出 期首残高 1,014 168 経常費用 経常収益 費用 行政サービス

741 (土地) 長期寄附金債務 482 493 482 実施コスト
385 31 172

49 (建物) 長期借入金 教育経費 運営費交付金
収入 411 14 16 収益　　　　    133

723 (工具器具備品) 長期未払金 研究経費
47 2 22 資産見返負債

(図書) 長期リース債務 診療経費 戻入　　　　　　  7
138 3 158

(その他) 資産除去債務 人件費 上記以外の収益 自己収入等
33 0 248 353

未払金 一般管理費 損益外減価
65 15 (学生納付金) 償却　22 350

その他 その他 51
35 23 (附属病院収益) 損益外利息

265 費用相当額　0
(受託研究・事業

流動資産 純資産 等収益)　　　  15 損益外除売却
155 852 (寄附金収益) 差額相当額　0

(未収附属病院収入) 資本金 6 引当外賞与見込
49 982 (その他) 0

(その他) 資本剰余金 臨時損失　　　　0 16 引当外退職
15 -199 当期総利益　19 給付見込   4

期末残高 (現金預金) （経常利益）　　　 11

利益剰余金 （臨時収益）　　　　3 臨時利益　　　　3 機会費用　　     
31 91 69 （目的積立金）　　 5 目的積立金取崩　  5 14

※別途定期預金　60 ※利益剰余金内訳
　・目的積立金：50
　・当期総利益：19
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財務諸表承認に係る事務局の確認について 

 

１ 確認の方針 

 財務諸表は、市民その他の利害関係者の判断を誤らせることのないよう財政

状態及び運営状況を適切に示す必要がある。財務諸表の承認にあたり、評価委

員会事務局においては、合規性の遵守と表示内容の適正性の観点から確認を行

った。 

 なお、財務諸表等の数値については、会計監査人及び監事による監査の対象

となっているため、主要な計数等について確認を行った。 

 

２ 確認内容 

（１）提出期限は遵守されたか。（地方独立行政法人法第３４条第１項） 

 ・当該事業年度の終了後３月以内（６月末まで）に提出を要する。 

  → ６月２８日提出 

 

（２）必要な書類は全て提出されたか。  

 ①財務諸表のうち貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関 

  する書類（地方独立行政法人法第３４条第１項） 

 ②財務諸表のうちキャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算 

  書（公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第１１ 

  条） 

 ③事業報告書、決算報告書、監事及び会計監査人の監査報告書（地方独立行 

  政法人法第３４条第２項） 

  → 提出されている。 

 

（３）会計監査人及び監事の監査報告書に、財務諸表の承認にあたり考慮すべ 

  き意見はないか。  

  → 考慮すべき意見はなかった。 

 

（４）記載すべき項目について、明らかな遺漏はないか。  

  → 表示科目、会計方針等について明らかな遺漏はないことを確認した。 

 

（５）計数は整合しているか。  

  → 計数の合計等の基本的な計数について整合を確認した。 

 

（６）書類相互間における数値の整合は取れているか。  
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  → 書類相互間における数値の整合を確認した。 

 

（７）運営費交付金に係る会計処理は適正か。  

 ①期間進行基準の適用事業について、適正に収益化されているか。  

  → 適正に収益化している。 

 

 ②費用進行基準の適用事業（退職給付費用等）について、費用の発生と対応

して収益化しているか。 

  → 費用の発生と対応して収益化している。 

 

３ 事務局のコメント 

 以上により、合規性の遵守と表示内容の適正性について事務局として確認を

行った結果、問題がないものと考える。 
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