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平成 25年度第４回大阪市公立大学法人評価委員会会議録 

 

○委員会の概要 

日 時：平成 25 年９月 24 日（火）午後３時半～午後５時 

場 所：大阪市役所 地下 1 階 第 11 共通会議室 

出席者： 

【委 員】楠本委員長、岡野委員、音田委員、喜多委員、堀委員 

     ※種田委員ご欠席 

【法 人】赤井大学改革室次長、羽者家大学改革担当課長、田口経営管理課長、 

緒方経営管理課長代理、山家屋職員課長代理、 

川上医学部・付属病院運営本部事務部長、 

大槻付属病院運営本部経営企画課長 

【大阪市】中村経済戦略局理事、土橋交流推進担当部長、 

岩谷大学支援担当課長 二宮大学支援担当課長代理 

 

○開会 

（土橋交流推進担当部長） 

本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

ただいまから、平成 25 年度第４回大阪市公立大学法人評価委員会を開催いた

したいと存じます。 

それでは、早速ですが、楠本委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長） 

本日は、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。本日の評価

委員会でご議論いただく議題は３つでございます。 

１つ目は、平成24年度業務実績評価に関する評価結果についてです。平成24

年度業務実績評価について、内容をほぼ確定したいと思います。２つ目は、平

成24年度財務諸表の市長承認に対する意見具申について、３つ目は、平成24年

度剰余金繰越の市長承認に対する意見具申について、です。議題２と３で財政

的な面をご議論いただき、意見具申の意見をまとめてまいります。 

それでは、１つ目の議題に入ります。 

平成24年度業務実績の評価結果（案）につきましては、前回、大学の医学部

にお伺いしまして、理事長兼学長以下、理事の皆さんと意見交換をいたしまし

た。その内容をふまえ、また事前に委員の皆さんのご意見もお聞きしながら、

事務局で評価結果（案）をまとまていただきました。 

基本的に、本日の評価委員会で評価結果を確定しまして、少しの修正であれ
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ば、事務局と私で調整させて頂きたいと思います。その後、速やかに事務局を

通じて法人へ通知し、市長への報告も行います。 

まずは、資料１－１平成24年度業務実績に関する評価結果（案）に基づいて、

事務局から説明をお願いしたいと思います。前回の評価委員会での議論をふま

えた修正や追加した部分をアンダーラインで示しております。それでは、事務

局より説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

 大学支援担当課長の岩谷です。それでは説明させていただきます。資料１－

１平成 24 年度業務実績に関する評価結果（案）、資料１－２平成 24 年度業務実

績に関する評価結果概要（案）に基づき説明いたします。 

はじめに資料１－１の評価結果（案）ですが、前回８月 30 日の評価委員会か

ら変更した箇所にアンダーラインをひいています。 

３ページをご覧ください。変更点を中心にご説明いたします。まず全体的評

価の構成ですが、前回は、文章のみで構成しておりましたが、分かりやすさ考

慮し、例えば、＜重点的取組事項について＞のところのように、見出しをつけ

ました。他にも＜重点的取組事項以外の主要な取組について＞、＜前年度評価

委員会における主な指摘事項について＞、＜主な指摘事項＞というように見出

しを付ける構成にしました。 

上から２行目ですが、前回の評価委員会のご議論で、１項目をC評価からB評

価に変更しましたので、変更後の評価の数、A評価が１項目、B評価が４項目に

修正しました。また、全体的な総括となる文章をその下に追加しました。 

次に＜重点的取組事項＞の２行目ですが、重点三戦略の取組の２つ目「専門

性の高い社会人教育の育成」と記載しておりましたが、「専門性の高い社会人の

育成」の誤りでしたので、修正しています。 

４ページ、＜重点的取組事項以外の主要な取組について＞の３項目目の文章

ですが、人事委員会設置等によるガバナンス強化をあげていましたが、前年度

の指摘事項など他の項目と重複しますので、ここからは削除しました。 

 以下は、すべて追加事項です。＜前年度評価委員会における主な指摘事項＞

のところでは、昨年度指摘事項の主なものとして、女性研究者支援のための体

制整備とガバナンス強化の成果として学長発議による人事採用について記載し

ました。次に＜主な指摘事項＞としまして、今年度の指摘事項として引き続き

取り組んでいただきたい項目をあげています。国際力の強化については、長期

留学を促進するための単位互換制度等の導入、またアジア地域のみではなく欧

米も含めた交流について記載しています。また都市型総合大学としての都市科

学分野での研究については、市大の特徴でもありますので、引き続き取組を推
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進すること、また研究成果の市民への発信について記載しています。女性研究

者支援については、さらなる支援強化のため具体的な取組方針や目標を明確に

していくことを記載しています。 

最後に、理事長兼学長のガバナンス強化について記載しております。人事委

員会設置などによる成果への評価、また各学部・研究科の取組について、リー

ダーシップによる統一的な取組について努めていただくよう記載しました。 

６ページからは項目別評価になります。教育に関する措置の主な取組事項の

３つ目、図書館機能の充実についてですが、「利用者拡大に努めた」としており

ましたが、「務めた」では結果が出なかったかのように解釈されることもありま

すので、利用者が増加した結果が明確になるように、「利用者が拡大した」に変

更しました。 

その下の意見・指摘事項については、GPAの活用について記載しておりまし

たが、全学的な取組として推進されたいというように修正しました。GPAにつ

いては、全学部において成績表記への導入ができたということがあるのですが、

導入後の各学部での活用の度合いがまちまちだということがありますので、引

き続き全学的に取り組んでいただきたいということで記載しております。 

 ７ページ、研究に関する措置の意見・指摘事項として、女性研究者支援の具

体的な取組方針や目標を明確にすることを追加しました。また社会貢献に関す

る措置の意見・指摘事項として、地域小中学校における連携を記載しています

が、少し文章を修正しています。 

８ページ、国際化に関する措置の意見・指摘事項として、単位互換制の導入

により学生が長期留学しやすい環境整備についてを追加しました。 

次に附属病院に関する措置の意見・指摘事項として、地域医療連携について

記載しておりますが、文章を修正しています。業務運営の改善及び効率化に関

する措置の主な取組事項については、ガバナンス強化のところを「ガバナンス

強化のための体制整備」を追加して、内容を明確にしました。 

９ページ、意見・指摘事項として、全学的な取組についての理事長兼学長の

リーダーシップについて、を追加しました。財務内容の改善に関する措置につ

いては、前回の評価委員会で大項目評価がC評価からB評価に変更になりました

ので、ここでの評価を「おおむね順調に進捗している」に変更しています。ま

た総合的に判断し、変更したことも追加しました。主な取組事項については、「科

学研究費補助金」のところにアンダーラインをひいていますが、当初は「科研

費」と省略した言葉になっていましたので、修正しました。また前年度を上回

る外部資金について、「獲得に努めた」としておりましたが、「努めた」では達

成していないようにも受け取れますので、「獲得した」に修正しました。意見・

指摘事項の寄付金の獲得については、アクションプランを策定する目的を明確
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にするために「募金活動の今後の進め方について」を追加し修正しました。 

10ページにまいりまして、自己点検・評価及び当該情報の公開に関する事項

の主な取組事項の、戦略的な広報活動についての文章中、昨年度を前年度に変

更しました。全体的に「前年度」で統一しました。またホームページによる情

報発信では、結果が明確になるように、文章を修正しました。意見指摘事項と

しては、広報活動に積極的に取り組んでおり、さまざまな結果が出ているので

すが、広報活動だけではなく、情報公開が促進されるよう、情報公開項目の充

実について追加しました。 

 評価結果（案）の説明は以上ですが、続いて、資料１－２平成24年度業務実

績に関する評価結果概要（案）について、説明させていただきます。こちらは

先程の資料１－１評価結果（案）の概要版になります。基本的に昨年度までの

ものを踏襲して作成しています。 

「評価にあたって」の５つめの○のところに、重点三戦略を重点的に評価し

ている旨を追加しています。「項目別評価」では５つの大項目それぞれについて、

評価結果から、主な取組事項と意見指摘事項をまとめて記載しています。 

 また今年度より、段階別評価を導入しましたので、それぞれの項目について、

A 評価や B 評価などを記載しました。「項目別評価」の左となり、「全体的評価」

では、項目別評価を受け、「全体としておおむね順調に進捗している」としてい

ます。下の文章は、評価結果の全体的評価の＜主な指摘事項＞から中心に抜粋

して記載しています。 

 説明は以上です。 

 

（楠本委員長） 

評価結果（案）およびその概要（案）について、説明いただきました。 

まず評価結果（案）について、ご意見をお願いいたします。 

 

（喜多委員） 

４ページのところですが、国際力の強化や都市型総合大学、女性研究者支援

などについて記載されていますが、それぞれの文章の前に「○」があった方が

いいかと思います。 

 

（楠本委員長） 

 他の項目にはついているので、同じようにつける方がいいですね。 

  

（堀委員） 

 ４ページの＜主な指摘事項等＞のところに、「以上のとおり大学を取り巻く厳
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しい社会状況」となっていますが、それまでの文章では大学を取り巻く社会状

況については触れられていないので、「以上のとおり」という言葉はいらないの

ではないでしょうか。 

  

（岩谷大学支援担当課長） 

 ご指摘のように、「以上のとおり」は「大学を取り巻く厳しい社会状況」につ

くものではありません。その後の「中期計画に沿った取組を着実に推進してい

ること」にかかりますので、修正させていただきます。 

 

（堀委員） 

女性研究者支援についてですが、文章の最後が「実行していくことが必要で

ある」となっていますが、他の項目では、「努められたい」となっていますので、

統一された方がいいのではないでしょうか。 

 

（音田委員） 

７ページの女性研究者支援のところでは「努められたい」になっていますね。 

 

（楠本委員長） 

 おっしゃるように統一した方がいいように思いますね。 

９ページの寄付金の獲得についてですが、「社会情勢」という言葉になってい

ますが、大学の説明では、大学統合問題の影響だということだったように思い

ますが、それも含めての社会情勢ということでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

 市大を取り巻く情勢ということで、景気の問題や被災地支援などのこともあ

りますので、「社会情勢等」とさせていただきました。 

 

（楠本委員長） 

確かに統合の問題も社会情勢のひとつと言えますね。 

 大学に質問ですが、10 ページにありますようにホームページを新しくするな

ど、広報に力をいれておられますが、確か専門の方を採用されましたよね。 

  

（赤井大学改革室次長） 

２年前に専門の職員を採用しました。 

 

（楠本委員長） 
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その成果が表れてきたということでしょうか。 

 

（赤井大学改革室次長） 

そうですね。特に昨年度はホームページのリニューアルが大きいと思います。 

 

（楠本委員長） 

評価結果の概要ですが、これはどのように使われるのでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

 評価結果を公表する際に、説明するものとしてあわせて公表します。 

 

（堀委員） 

11 ページの主な指摘事項で安全衛生の管理がありますが、最後が「健康管理

を推進させる取組を行った」となっていますので、「健康管理・安全衛生を推進

させる」のように、「安全衛生」を追加した方がいいのではないでしょうか。 

 

（楠本委員長） 

 おっしゃる通りだと思います。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

 修正するようにいたします。 

 

（楠本委員長） 

他にございませんか。 

ないようでしたら、本日のご意見をふまえまして、評価結果に関する細かい

文章表現などについては、私と事務局とで整理させていただき、各委員あてに

事務局からお送りさせていただきたいと思います。そのうえで、事務局を通じ

て法人への通知および市長へ報告いただきます。 

よろしいでしょうか。 

それでは、２つ目の議題に移りたいと思います。 

平成 24 年度の財務諸表につきましては、８月 30 日の評価委員会で説明があ

りましたが、評価委員会では、平成 24 年度財務諸表と、平成 24 年度剰余金繰

越の２点につきまして、市長が承認するにあたっての意見具申を評価委員会か

ら行うことになっております。 

例年、公認会計士でいらっしゃる種田委員から、冒頭にご意見を頂いており

ますが、本日は所用によりご欠席されています。そこで、予め種田委員からの
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ご意見をお預かりしておりますので、私から読み上げさせて頂きます。財務諸

表に関するご意見として２点、頂戴しております。「１、運営費交付金に係る会

計処理において、３千円多く収益化していたことが後日判明し、監査法人に確

認の上、25 年度決算において同額を減額して収益化処理を行うこととするとの

ことですが、これについて、少額であることから、特に問題ないと同意します。

２、他大学との財務指標比較について、大阪市大の人件費率が他大学より多く

見えております。これについて、人件費率は人件費を業務費で割ったものであ

ることから、分母である業務費の影響も大きいので、その観点からの比較につ

いても説明して頂きたいと思います。」。これらの種田委員のご意見もふまえ、

平成 24年度財務諸表に関しまして、事務局から説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料２－１「平成 24年度財務諸表の概要について」をご覧ください。１ペー

ジ目、公立大学法人の財務諸表につきまして、概要についてご説明いたします。

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という観点から、財務諸

表といたしまして、貸借対照表、損益計算書など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か月以内に財務諸表を市長に提出す

ることとされており、６月 27 日付けで大阪市長あて提出があったところです。

市長は、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、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います。会計監査人及び監事の監査報告書の抜粋を資料

に記載しておりますが、法人の財務諸表は適正に表示されており、法令に適合

している旨、意見をいただいているところでございます。 

財務諸表の具体的な内容につきましては、前回の評価委員会において参考資

料２の平成 24年度財務報告書を活用してご説明させて頂きましたので、本日は

省略させて頂きます。 

次に、資料２－２の１ページ、財務諸表承認に係る事務局の確認についてを

ご覧ください。事務局におきまして、合規性の遵守と表示内容の適正性の観点

から財務諸表の確認を行いました。財務諸表等の数値につきましては、会計監

査人等の監査の対象となっているため、主要な計数等の確認を行いました。 

まず確認内容として、財務諸表は期限内に提出され、必要な書類につきまし

ても、すべて提出されており、問題はございません。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がなかったかどうかにつ

いてでございますが、確認の結果、考慮すべき意見は無く、問題はありません。 

その他、明らかな遺漏の有無、計数の整合性、書類相互間における数値の整
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合、運営費交付金に係る会計処理につきまして確認を行った結果、種田委員か

らのご意見にもありましたが、運営費交付金が 3,000 円多く収益化されていま

すが、平成 25年決算において修正されることが監査法人確認済みであり、少額

であることから問題はありません。 

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、平成 24年度財務諸表については、問題がないものと考えており

ます。 

続きまして、大阪市立大学の財務状況をご説明するため、他大学との財務指

標の比較を作成しております。資料２－３財務指標の比較について、をご覧く

ださい。法人化しました平成 18年度以降、７年間の市立大学における経年推移

と、他の公立大学や日本のトップクラスと考えられる国立大学グループの平成

23 年度平均を記載しております。本指標は、文部科学省において国立大学法人

の財務分析をする上で用いられている指標を参考に算出しております。大阪市

立大学につきましては、大学と附属病院のセグメント別の算出もお示ししてお

ります。附属病院を有する総合大学としての比較対照としては、※１の名古屋

市立大学をご覧ください。またセグメント別の比較対象としては、大学セグメ

ントは※２の首都大学東京、附属病院セグメントは※３の横浜市立大学もご覧

ください。法人全体については※４の国立大学グループ平均もご参考ください。

それから、大阪府立大学についてはセグメント別に記載しておりますので、ご

参照ください。 

大阪市立大学のセグメント別の特徴としましては、まず、財源に関し、運営

費交付金比率については、多額の診療収益を有する附属病院が大学セグメント

に比べて低くなっております。一方、受託研究等の外部資金比率については、

大学セグメントが高くなっております。次に、全業務費に占める主要な経費の

割合に関し、人件費、一般管理費については多額の診療経費を有する附属病院

が大学セグメントに比べて低くなっております。また、財務状況の指標に関し、

経常利益比率については、診療活動が好調であった附属病院について高くなっ

ております。これらの傾向については、名古屋市立大学におきましても同様の

傾向となっております。 

続きまして、法人全体について、昨年度との比較で特に数値の変動の見られ

る指標といたしまして、まず、流動比率については昨年度から改善となってお

ります。附属病院収入が 15億円増加したことなどにより、現金等の流動資産が

23年度 155億円から 24年度 177億円に増加したことが主な原因でございます。

また、経常利益比率につきまして、5.1％に向上しておりますが、これは附属病

院セグメントが 23年度 3.4%から 24年度 7.6%へと大きく上昇したことによるも

のです。全体として、法人化以降、人件費を中心とする運営費交付金が削減さ
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れる一方で、外部資金、附属病院収入などの自己収入の増加に取り組んできた

結果、運営費交付金比率は 18年度 37.7%から 24年度 25.9%へ減少し、財源の多

様性が向上しました。これらの取組とあわせて、診療経費比率が 18 年度 63.5%

から 24年度 56.9%へ減少するなど、附属病院を中心に収支改善が進み、24年度

の経常利益比率は、法人化以降で最高の 5.1％となっております。 

他大学との比較につきまして、大学セグメントに関し、種田委員からのご意

見にもありましたとおり、人件費の業務費に占める比率は少し高めとなってお

ります。給与水準の見直しについては、24年度においては退職手当の 5%カット

や給料の減額措置、具体には、職員については給料の３％から 11.5％カット、

教員については給料の 1.5％から６％カットを実施するなど、取組を進めており

ますが、人件費以外の経費も縮小している中では、比率としてはなかなか大き

な減少につながらない状況です。 

また、種田委員からのご意見にありましたとおり、人件費率の分母となる業務 

費の違いも人件費率に影響を及ぼす原因となっております。例えば、大学セグ 

メントのうち、最も人件費率の低い大阪府立大学との比較につきましては、同 

大学は施設整備が進んでいるため新しい施設設備が多く、業務費を構成する修 

繕費、減価償却費が大阪市立大学と比べ８億円多く、また、図書の除却費も９ 

億円多くなっています。この違いが人件費比率につながっていると考えられま 

す。この３項目を業務費から除いた人件費率の比較だと市大、府大で大きな違 

いはなく、市大は 75%、府大は 72%となります。 

また、教育経費比率について、少し低めとなっております。こちらにつきまし 

ても、限られた業務費の中で配分を大きく変えるということが困難である状況

です。また、大阪市立大学は施設の更新が遅れており、教育関連の施設設備に

関する減価償却費が他大学に比べて小さいことも、教育経費が大きくならない

原因の一つです。外部資金の獲得についてはトップクラスの国立大学と比べる

とまだ低い水準であり、今後、活発な教育研究活動のためにも国の競争的資金

の獲得や産学官連携の活発化に向けて、一層の取組みを期待いたします。附属

病院セグメントに関しては、診療材料の有効活用等の取組により収入の伸びに

対する経費の伸びが抑制され、診療経費比率が他大学と比べても低い水準とな

っております。このことが、経常利益比率を押し上げた要因と考えられます。

しかしながら、附属病院につきましては、設備の老朽化が問題になっており、

多くの設備や医療機器の更新が控えており、今後の診療経費の増加が見込まれ

ます。引き続き収益性を一層向上させ、安定的な病院運営に努めるとともに、

高度・先進医療の提供や医療人の育成をはじめとする地域医療への貢献に尽力

頂きたいと考えております。財務諸表の説明につきましては以上でございます。 
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（楠本委員長） 

ただいま、事務局から説明がありました。 

何かご意見ございますでしょうか。 

 

（喜多委員） 

運営費交付金比率ですが、法人化した 18年度の 37.7%から 24年度 25.9%へと

市大はずっと下がってきています。府大の場合は運営費交付金比率 50%をめざす

というターゲットを置いています。市大の場合もいつまでも減らすということ

はできないと思うのですが、何らかのターゲットはいらないのでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

市長からも、府大にはそういった指示をだしているので市大についても努力

してほしいという旨のご発言がありました。 

ただ市大についてはご覧のとおり、病院セグメントを入れた法人全体では 50%

を既に下回っています。 

確かに、大学セグメントで比較すると府大より低いが、原因の一つとして、

府大は理系中心の大学なので外部資金の獲得率が高くなります。市大も理系は

勿論ありますがまだそのあたり改善の余地があるかとは思います。 

この間、市大も科研費の獲得に向けていろいろ努力してきているところであ

るので、このあたりは今後取組みが進んでいくものと考えていますが、それで

も運営費交付金比率 50%は実際のところ、なかなか実現が難しい目標だと思って

おります。病院セグメントを含めた全体では達成できるのですが、文系も入れ

た大学セグメントだけで達成するということはなかなかハードルが高いと考え

ております。 

 

（喜多委員） 

私が申し上げているのは、別に 50%に限定した話ではなく、50%でも 57%でも

いいのですが、大学側からすると、何らかの目標値がなければいつまでも削減

しなければならないというプレッシャーがかかります。そういう意味で何らか

の数値目標があった方がよいのではないかということです。 

 

（楠本委員長） 

中々難しいお話なので少し確認したいのですが、運営費交付金は市から交付

されるお金ですよね。ということは、市から入れるお金を増やさないで大学全

体の予算規模が小さくなっていく中で、さらに全体に占める比率を下げていき

なさいということでしょうか。 
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（岩谷大学支援担当課長） 

縮小させていくということではなく、科研費などの外部資金の獲得に努めて

自立的な運営をめざしてほしいという趣旨です。 

 

（楠本委員長） 

そうすると、喜多先生のご指摘とかみ合わない議論ではないでしょうか。 

 

（喜多委員） 

若干違うところがあるようです。私が申し上げたのは、いつまでも削減を続

けることはできないので、数値目標を持つべきではないかということです。府

大は 50%かもしれないが、岩谷課長がおっしゃったように文系が多いと科研費等

をとりにくいというような事情があるので、そういったことを考慮した達成可

能な部分でターゲットをおき、それを目指し、そこまで達成できた後は安定軌

道に入るというようなかたちでないと、いつまでも下げ続けるわけにはいかな

いだろうと、そういう意味です。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

運営費交付金の削減については、第二期を迎えるにあたっての議論において

市の中でもこれ以上下げるとかなり厳しいという認識は基本的に共有されてい

ると思います。 

その議論とは別に、府大と比較した際、財源の自立性を表す指標として市長

から話がでたものです。喜多委員がおっしゃるように、運営費交付金をこれ以

上下げられないという認識があることと、この 50%の比率というものは相いれな

いところがありますが、自立的な運営を目指すための指標数値ということです。 

もちろん、喜多委員のご指摘はごもっともで、大学運営上、教育研究がたち

ゆかないところまで削られてしまうと、設立団体としても本末転倒の事態にな

ってしまいます。 

 

（楠本委員長） 

今の喜多委員のご発言を評価委員会の姿勢として何らかのかたちで表明する

ということは難しいのでしょうね。事務局において色々検討して頂ければと思

います。他にご意見はないでしょうか。 

それでは、難しいご意見を頂きましたが、評価委員会の総意としては、財務

諸表の承認について異議はない、ということで、文案の最終調整はお任せいた

だきたいと思います。 
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それでは３番目の議題、平成 24年度剰余金の繰越についてですが、こちらに

つきましても種田委員よりご意見を２点お預かりしているので、私から読み上

げさせて頂きます。「１、24年度剰余金の使途承認案について、大学の努力で発

生した剰余金であると経営努力を認めることができ、原案に同意します。２、

予算と実績、前年度と当年度の収支計画の比較結果について、手術室増設など

手術件数の増その他による自己収入の増加や費用の節減の努力により、附属病

院が大幅に利益増となったことは評価に値します。また、その他の事項としま

して、参考資料２「Financial Report 2012（財務報告書）」は大変わかりやす

く、説明努力を評価できます。」とのご意見を頂いております。 

これらのご意見もふまえ、事務局から説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料３－１平成 24年度剰余金繰越承認について（案）をご覧ください。こち

らに記載した内容を図示するものとして、次のページに資料３－２平成 24年度

剰余金繰越の承認の考え方について（案）を作成いたしましたので、これに基

づき説明させて頂きます。 

まず、冒頭に記載しております地方独立行政法人における剰余金の位置づけ

について、ですが、法人が効果的・効率的に事業を実施し、自己収入の増や費

用の節減などの創意工夫などにより剰余金が生じた場合には、これを積み立て、

中期計画に定められた使途の範囲内において翌事業年度以降に使用することが

可能とされています。したがって、剰余金の位置づけは、法人運営上の経営努

力に対するインセンティブを付与するためのものでございます。 

次に、平成 24年度の剰余金の概況についてですが、左上の表をご覧ください。

経常利益③は、経常収益②502 億円から経常費用①476 億円を差し引いた 26 億

円となっております。臨時損失④は、理系学舎整備事業において判明した土壌

汚染の除去費用の支払時期が後年度となるために設けた、土壌汚染処理引当金

への繰入３億円と、同じく理系学舎整備事業において取り壊した建物の撤去費

用の 1 億円を合わせた４億円を計上しております。臨時利益⑤は先ほどご説明

した建物の撤去費用見合いの１億円を収益計上したものです。⑤から④を差し

引いた臨時収益⑥は、▲３億円となりました。目的積立金取崩⑨は、理系学舎

整備事業等の大学負担分などに充てるために第一期の前中期目標期間繰越積立

金を活用した５億円でございます。当期総利益⑩は、収益合計⑧503億円から費

用合計⑦480 億円を差し引いたものに目的積立金取崩⑨５億円を加えた 28 億円

となります。この 28 億円に対する法人の利益処分案は、積立金に 4.04 億円、

目的積立金に 23.67 億円となっております。積立金は、矢印に記載のとおり、

地方独立行政法人法第 40条１項に基づくもので、毎事業年度の損失に充当する
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など、中期目標期間中は法人が事業費として取崩すことが許されないものです。

法人においては、会計処理上の利益であり現金の裏付けのないものが毎年度発

生することから、これを積立金として利益処分するものです。たとえば、固定

資産を取得した場合、購入費を支出し現金は減少しますが、損益計算書上の費

用は減価償却費の発生した部分のみとなるなど、現金支出と費用計上が同額と

なりません。逆に、翌年度からは、購入費の支出はなくても、減価償却費だけ

が計上されます。このように、現金の減少と費用の計上の時期が異なるケース

が発生します。また、もう一つのケースとして、附属病院の医療機器等更新の

財源としている市からの長期借入金を返済する場合のように、現金が減少して

も貸借対照表の流動負債が減少するだけで、損益計算書上の費用には計上され

ない場合があります。このように、現金の裏付けのない会計上の利益が、24 年

度は 4.04 億円発生しました。残りの 23.67 億円について、同法第 40 条 3 項に

基づき、経営努力に対するインセンティブとして、中期計画で定めた使途に充

てるための目的積立金への繰越が申請されております。この市長承認にあたっ

て問題がないかどうか、同法第 40条５項により、当委員会の意見を聞くことが

必要と定められております。これについて、これまで当委員会でご確認頂いて

いる承認の考え方を左下に記載しております。昨年度の当委員会において出典

についてご質問がありましたので、明記しております。経営努力認定の考え方

について、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釈、第

72、総務省告示ですが、(1)運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金

等に基づく収益以外の収益から生じた利益については、経営努力により生じた

ものとする。(2)中期計画の記載内容に照らして、本来行う業務を効率的に行っ

たために費用が減少した場合には、その結果発生したものについては、原則と

して経営努力によるものとする。(3)その他、法人は行うべき事業を行ったこと

を立証した場合は、原則として経営努力として認定する。以上３点が当委員会

における承認の考え方とされてきたものでございます。 

次に、大学における教育・研究という業務の性質上、承認にあたって考慮す

べき事項として、運営費交付金の会計処理の考え方としましては、公立大学法

人における教育･研究という業務の実施に関しては、一般に進行度の客観的な測

定が困難であるため、中期計画及びこれを具体化する年度計画等において、業

務の実施と運営費交付金及び授業料財源とが期間的に対応しているものとして、

一定の期間の経過を業務の進行とみなし、運営費交付金及び授業料債務を収益

化することを原則とする。つまり、計画どおり行うべき業務を実施すれば、収

支は均衡するという仕組みが採用されており、費用を削減すればその相当額は

経営努力による利益として認められるべきということになります。また、本市

における運営費交付金の予算措置における特性といたしましては、法人の収入
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動向にかかわらず、本市が求める業務の効率化を先取りして課する形となって

おります。こうしたことから、当委員会においては、中期計画に記載された教

育研究にかかる当該事業年度における行うべき事業を行ったこと、つまり、業

務実績評価において事業の進捗が確認されたことをもって、経営努力にかかる

説明責任を果たしたとする取り扱いとし、原則として発生した剰余金は全額を

繰り越すことを承認するものとしております。 

そこで、剰余金 23.67 億円の生じた要因ですが、経営努力認定の考え方に則

して、損益計算書の予算決算比較を用いて整理しますと、（１）の自己収入の増

といたしまして、附属病院収益の増 8.43億円が挙げられます。これは、23年度

に目的積立金を財源に２室を増室整備した手術室が本格稼働したことに加え、

手術用材料の事前準備や清掃方法の効率化、手術内容と所要時間の検証など担

当部門の組織的取組による手術時間の短縮により、手術件数及び入院患者数を

増加させたことと、診療報酬改定による手術の手技料の増額との相乗効果によ

るものです。その他にも、ベッドコントロールを行い、病床利用率を 23年度 80%

から 24 年度 82.6%へ向上させるなど、組織的な収益性の向上に努めたことによ

るものです。（２）の費用の節減といたしまして、人件費抑制 12.43億円がござ

います。これは、大学において目的積立金を財源に整備し、24 年度にオープン

した学生サポートセンターへの学部事務機能の集約を進めたことや、附属病院

において一部業務の外部委託化を進めたことなど、人員配置の見直しによる効

率化等によるものです。また、その他の経費節減としまして、診療材料の種類

の絞り込みや使用期限の周知徹底による廃棄量削減など、附属病院における診

療経費の削減などの 2.82億円が挙げられます。以上に関しまして、資料３－３

平成 24年度収支計画比較についての予算・決算比較をご覧ください。こちらに

全体を示しております。中ほど収入の部があり、経常収益の６つ目に附属病院

収益がございまして、右端の予算決算の差額欄が＋8.43 億円でございます。こ

れに対応する費用としまして、左上の費用の部、経常費用、業務費の２つ目に

診療経費がございまして、差額が▲2.38 億円です。診療収入の増に比べて経費

の増が抑制されたことを示しております。その二つ下に役員、教員、職員人件

費がございまして、差額の合計は▲12.43億円となります。 

次のページをご覧ください。23年度・24年度決算比較でございます。中ほど

の収入の部、経常収益の６つ目に附属病院収益がございまして、差額は＋14.66

億円でございます。これに対応する費用としまして、左上、費用の部、経常費

用、業務費の２つ目に診療経費がございますが、差額は 5.31億円です。診療経

費比率が向上したことを示しております。その二つ下に役員、教員、職員人件

費がございまして、差額の合計は▲3.93億円となります。 

前のページの予算・決算比較にお戻りください。収入の部、経常収益の３つ
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目、４つ目の授業料収益、入学金収益についてですが、補足説明がございます。

法人において、予算作成時に減免の予算額を反対に計上しておりました。正し

い予算額は、授業料収益は 42.36億円、入学金収益は 7.35億円でございました。

従って、決算との差額は、正しくは、授業料収益は▲1.87 億円、入学金収益は

▲４百万円でございました。これは、就職難等を背景に、大学院進学者が減少

したことによる減少でございます。なお、このことによる当期総利益の額の修

正はございません。 

資料３－２の３ページ、平成 24年度剰余金繰越の承認の考え方について（案）

にお戻りください。以上、予算・決算比較、前年度との決算比較で見ていただ

きましたように、剰余金の発生は、自己収入の増及び費用の節減によるものと

考えられます。最後に、右下に記載しておりますが、経営努力によるものと認

定するにあたっての事務局確認事項「行うべき事業を行っているか」について、

確認のポイントに記載されている２点について事務局で確認を行いました。 

１点目の学生定員の充足について、大学全体で見た場合、定員充足率は

105.7％であることを確認しました。２点目の全体として計画が進行しているか、

ということにつきましては、この間の委員会の議論経過に鑑み、平成 24年度に

おける中期計画の進行状況としては「全体としておおむね順調に進捗している」

と考えられます。以上によりまして、繰越申請については、行うべき事業を行

い、その結果発生した剰余金であることから、事務局としては、法人の申請ど

おり、23.67億円について経営努力によるものと認定し、全額を承認しても問題

ないと考えております。 

説明につきましては以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

ただいま、繰越の承認につきまして説明いただきました。事務局の検討の結果

は承認について問題はないということでした。 

評価委員会の立場としましては、理事長から市長に対して、こういう使途のた

めに積立金の繰越を認めてくださいとありまして、それを市長が承認するにあ

たって、評価委員会として問題がないか意見を行うという役割です。 

何かご意見、ご質問はございますか。 

 

（音田委員） 

意見というより質問になりますが、目的積立金 23.67 億円は次年度の予算に

組み込まれて使われるのかということと、例えば今回の場合、利益は附属病院

の収益増によるところが大きいと思いますが、使途の配分はどのように決めら

れるのでしょうか。 
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認定することには全く意義はありません。 

 

（楠本委員長） 

目的積立金とされたものをどのような手続きで使われるのかということを大

学の方からご説明頂けますか。 

 

（田口経営管理課長） 

目的積立金は第二中期計画期間において教育研究、診療活動、組織運営の改

善に関する諸々の事業に充てております。法人予算は年度ごとに組んでいます

ので、年度ごとに目的積立金取崩として予算を組んでまいります。 

 

（楠本委員長） 

先ほどご説明がありましたが、附属病院の老朽化した設備更新や理系学舎整

備などに充てられるということでしょうか。 

 

（田口経営管理課長） 

はい。 

 

（音田委員） 

予算の中で、目的積立金財源の事業であるということが分かるのでしょうか。 

 

（楠本委員長） 

市からの運営費交付金とこの目的積立金の使われ方はどのように区別がある

のかというご質問ですね。 

 

（田口経営管理課長） 

市から措置される運営費交付金は当該年度の人件費に主に充当されますが、

目的積立金は中期計画期間において執行すべき事業に充当されます。具体的に

は、附属病院については、システムの更新や老朽化した施設設備や医療機器の

更新などに、大学については教務事務システムなどの遅れているネットワーク

の整備、施設の老朽改修などに充当していきたいと考えております。 

 

（音田委員） 

これがあるから運営費交付金予算が削られてしまうということはないのでし

ょうか。 
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（楠本委員長） 

昨年の総務局長のご説明では、経営努力の剰余金と運営費交付金の予算措置

は別の議論になるということだったと思います。 

それでは、他にないようでしたら、事務局の説明のとおり、評価委員会とし

ては剰余金の繰越を認めていくということでよろしいでしょうか。 

では、評価委員会の総意としては、承認について異議はない、ということで、

文案の最終調整はお任せいただきたいと思います。 

これで、本日の議題がすべて終了したことになります。事務局から何かあり

ますか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

 今後のスケジュールについてですが、中期目標の変更について、前々回の評

価委員会でご意見をいただいております。中期目標の変更に伴いまして、中期

計画の意見具申をいただく予定ですが、実はその中期目標の変更にかかるスケ

ジュールがずれ込んでおります。現段階においては、その日程が未定になって

おりますので、次回の評価委員会の開催については、改めてご連絡させていた

だきます。 

また現在、統合後の大学のあり方について、新大学案を検討しているところ

ですが、策定されましたら、評価委員会の皆様にもご説明させていただきたい

と思っておりますので、こちらも改めて日程調整させていただきます。 

もう一点、前回の評価委員会で、学長から PDCA サイクルが円滑に回るよう

に、評価委員会での評価スケジュールを短縮できないかという申し出がありま

した。その際に評価委員会としても検討するということでしたので、事務局と

法人の担当者と調整を行っているところです。改めて皆様のご意見をうかがい

ながら、来年度以降の評価のスケジュールは短縮する方向で検討を進めてまい

ります。法人側の要求としましては、評価の結果を出来るだけ早く PDCA サイ

クルに反映させていきたいというご要望ですので、今のところ、評価結果の取

りまとめが秋以降になっていますが、秋の早めの時期には出来るようにしてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

（楠本委員長） 

大阪府立大学の評価結果はもう出ているのですよね。ひと月ほど早いので、

そのようにできないかというのが大学側の要望ですが、今までと同じことをす

るなら、評価期間の短縮は相当大変だと思います。ただ、やり方を変えてでき

るのであれば、大学のご希望に応えたいというのは委員の間で合意していると

思います。現在の委員の任期の間に、具体的にどういう風にするかは決められ
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ないかもしれませんが、その点を了解しておけばいいのではないかと思います。 

また今後、新大学案などについて、委員のところに説明に行かれる可能性が

あるということですね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

何らかの方法で、ご説明する機会をいただきたいと考えております。 

 

（楠本委員長） 

他にご連絡がなければ、委員会はこれで終わりにしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

それでは、ありがとうございました。 

 

（土橋交流推進担当部長） 

お忙しい中お時間をとっていただき、ありがとうございました。平成 24 年度

業務実績評価がほぼまとまり、また財務諸表等にかかる意見具申もいただき、

一区切りつきましたので、中村理事よりご挨拶申し上げます。 

 

（中村経済戦略局理事） 

 理事の中村でございます。ひとことご挨拶を申し上げます。お忙しい中、楠

本委員長をはじめ評価委員の皆様方におかれましては、長時間のご審議お疲れ

さまでございます。また、評価結果のとりまとめに多大なご尽力を賜りまして、

まことに有難うございます。 

本日ご審議いただきました平成24年度の業務実績に関する評価につきまして

は、文言の最終調整、最終確認を行ったうえで、事務局より法人へ通知し、市

長にも報告いたします。また、財務諸表と剰余金の繰越につきましては、委員

会としては「意見なし」ということでございましたので、こちらもあわせて市

長へ報告させていただきます。 

現在、大阪府立大学と大阪市立大学の統合による新大学実現のため、両大学

と大阪府、大阪市との間では「新大学ビジョン」に基づき、新大学案の検討を

行っております。これらを検討する中で、市大に対しては法人ガバナンスの強

化などさまざまな改革が求められておりますが、大阪市といたしましても、こ

れまで評価委員会でご検討いただいた内容を活用しながら、市立大学の改革を

支援してまいりたいと考えております。また新大学案が策定されましたら、評

価委員の皆様にもご報告差し上げたいと思っております。 

評価等に関する委員会につきましては、本日で一区切りでございます。場合

によりましては、委員の皆様の任期中では本日が最後の評価委員会になるやも
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しれません。 

くり返しになりますが、委員の皆様方には、長きに渡り、多大なご尽力を賜

りました。心から厚くお礼申しあげますとともに、今後とも引き続きのご指導、

ご協力をお願い申し上げまして、閉会にあたっての挨拶とさせていただきます。

誠にありがとうございました。 

 

（楠本委員長） 

ご挨拶いただきまして、ありがとうございました。中村理事が言われたよう

に、委員会として、この委員で集まるのは最後かもしれません。市立大学がま

すます発展されることをお祈りしております。 

それではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 


