
 

公立大学法人大阪市立大学の平成１９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３０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、地方独立行政法人会計基準及び我が国において一般に

公正妥当と認められる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）事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、公立大学法人の業務運営の状況を正しく示

しているものと認める。 

（４）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。 

 

○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１９年度決算の概要 

 

（１）貸借対照表 

 法人の財政状態を明らかにするため、決算時におけるすべての資産、負債及び資本を記

載し、表示するものです。 

（資産の部） 

 資産の総額は、１，２１２億円です。 

 うち、固定資産として１，１０９億円、流動資産として１０３億円です。 

 固定資産として主なものは、土地が３８５億円、建物が５０６億円、研究機器等を含

む備品が５０億円、図書が１３３億円です。 

 流動資産として主なものは、現金及び預金が５６億円、未収附属病院収入が４２億円

です。 

（負債の部） 

 負債の総額は、３０５億円です。 

 うち、公立大学法人の会計特有の処理である資産見返負債が１７２億円です。 

 これは、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・収益を均衡させるものです。 

 その他に固定負債として、長期寄附金債務が２７億円、長期借入金が１３億円、長期

リース債務が１６億円です。 

 流動負債の主なものとしては、未払金５２億円などがあります。 

（資本の部） 

 資本の部の総額は、９０７億円です。 

 資本金（市からの出資金）が９８２億円、資本剰余金がマイナス１０２億円であり、

利益剰余金が２７億円となっています。そのうち、当期総利益は１億円です。 

 資本剰余金のマイナス１０２億円の主なものとしては損益外減価償却累計額です。こ

れは公立大学法人の特有の会計処理で、大阪市から出資された建物は、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

金から控除する取り扱いとなっているものです。 
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貸借対照表の概要 （単位：億円）

土地 385.32 資産見返負債（※１） 172.38

建物 505.78 長期寄付金債務 27.30

工具器具備品 49.55 長期借入金 13.36

図書 133.09 長期リース債務 15.65

その他 10.27 合計 228.69

小計 1,084.01 未払金 51.70

無形固定資産 6.84 寄付金債務 6.02

投資その他の資産 17.73 その他 18.47

合計① 1,108.58 合計 76.19

現金及び預金 55.74 合計③ 304.89

未収附属病院収入 42.17 資本金 981.78

その他 5.25 資本剰余金（※２） △ 101.83

合計② 103.16 利益剰余金 26.91

合計④ 906.86

資産合計（①＋②） 1,211.74 負債資本合計（③＋④） 1211.74

（※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。

（※２）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。

固
定
負
債

流
動
負
債

資
産
の
部

負
債
の
部

資
本
の
部

有
形
固
定
資
産

固
定
資
産

流
動
資
産
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（２）損益計算書 

 法人の運営状況を明らかにするため、一会計期間に属する法人のすべての費用とこれに

対応する収益とを記載して当期純利益を表示するものです。 

（経常費用） 

 経常費用の総額は、４４２億円です。 

 業務費の主なものとしては、人件費を除く教育経費が１６億円、研究経費が２４億円、

病院の診療経費が１２５億円、人件費が２４４億円です。 

 その他、一般管理費は１６億円です。 

（経常収益） 

 経常収益の総額は、４４３億円です。 

 主なものといたしまして、大阪市から交付いたしました運営費交付金の収益が１５７

億円、授業料・入学金・検定料といった学生納付金である授業料収益等が５１億円、附

属病院の診療収入である附属病院収益が１９７億円、資産見返負債戻入が１２億円です。 

 資産見返負債戻入１２億円については、公立大学法人特有の会計処理で、減価償却処

理により費用が発生する都度、負債から取り崩して収益化する取り扱いにより発生する

収益です。 

（経常利益） 

 以上から、経常収益から経常費用を差し引いた経常利益は、１億円となっています。 

（臨時損益、臨時利益） 

 臨時損失及び臨時利益はともに２億円で、主なものとして、医学部附属病院関係の賠

償金等負担額と関連する保険金収入があります。 

（当期総利益） 

 以上から、大阪市立大学の平成１９年度における当期総利益は１億円です。 
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損益計算書の概要 （単位：億円）

16.49 運営費交付金収益 156.59

24.45 授業料収益等 50.73

124.83 附属病院収益 197.43

8.53 受託研究等収益等 7.48

6.73 補助金等収益 3.01

244.43 寄付金収益等 5.78

425.47 資産見返負債戻入（※１） 12.22

一般管理費 16.09 その他 10.00

その他 0.52

合計①　　　　　 442.09 合計② 443.25

1.16

賠償金等負担額 資産見返物品受贈額戻入（※２）

図書除却損等 保険金収入

△ 0.05

444.48 収益合計⑧（②＋⑤） 445.59

1.11

（※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。

（※２）図書除却損等に伴う資産見返負債からの戻入

経常
費用

経常利益③（②－①）　

経常
収益

受託研究費・受託事業費

合計

人件費

業
務
費

費用合計⑦（①＋④）

当期総利益⑨（⑧－⑦）

臨時
損失

教育経費

研究経費

診療経費

教育研究支援経費

2.39 2.34
臨時
利益

臨時利益－臨時損失⑥（⑤－④）　

④ ⑤
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（３）キャッシュ・フロー計算書 

 法人の一会計期間における資金収支状況を報告するため、資金収支状況を一定の活動区

分別に表示するものです。  

 資金期首残高が６５億円、法人の収入合計が４４７億円、支出合計が４５９億円であ

り、資金期末残高は５３億円です。これに定期預金３億円を加えた額、５６億円は、貸

借対照表の現金及び預金の額と一致しています。 
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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 △ 164.43

人件費支出 △ 247.68

その他の業務支出 △ 15.46

運営費交付金収入 160.74

授業料収入等 52.59

附属病院収入 193.36

受託研究・受託事業等収入等 10.89

補助金等収入 2.94

寄附金収入 8.31

その他の業務収入 11.82

預り金等増減 0.61

業務活動によるキャッシュ・フロー① 13.69

有価証券の取得による支出 △ 4.00

有形・無形固定資産の取得による支出 △ 12.16

定期預金等の取得による支出 △ 6.00

金銭信託の取得による支出 △ 3.80

利息及び配当金の受取額 0.02

投資活動によるキャッシュ・フロー② △ 25.94

リース債務の返済による支出 △ 4.99

長期借入による収入 6.00

利息の支払額 △ 0.52

財務活動によるキャッシュ・フロー③ 0.49

資金増加額④（①＋②＋③） △ 11.76

資金期首残高⑤　　　　　　 64.50

資金期末残高⑥（④＋⑤） 52.74

447.28

△ 459.04（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 

 法人の利益処分の内容といたしまして、当期未処分利益（当期総利益）全額を市長の承

認を受けて、次年度の剰余金の使途（教育、研究および診療の質の向上）に充てようとす

るものです。 
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利益処分の内容 （単位：億円）

当期未処分利益 1.11

利益処分額 1.11

当期総利益

地方独立行政法人法第４０条第３項の規定により、
大阪市長の承認を受けようとする額
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（５）行政サービス実施コスト計算書 

 企業会計にはない主要表として、行政サービス実施コスト計算書があります。公立大

学法人の業務運営に関しての市民の負担に帰せられるコストを表示するものであり、損

益計算の対象とはならない大阪市からの無償借受資産の賃料相当額などを機会費用と

して加える一方で、市民の直接の負担とはならない学生納付金、附属病院の診療収入な

どの自己収入を除いて算定するものです。 

 法人の実質的な行政サービス実施コストは、２４１億円です。 

 損益計算書上の経常費用４４２億円と臨時損失２億円の合計４４４億円から、運営 

費交付金外の収益である２７２億円を引き、業務費用としては１７２億円となります。 

 これに、出資した建物の損益外減価償却相当額４６億円、将来発生する退職給付の増

加見積額４億円、大阪市から無償借受資産の賃料相当額などの機会費用が１９億円、こ

れらを合計し、行政サービス実施コストは２４１億円となっています。 
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行政サービス実施コスト計算書の概要 （単位：億円）

業務費 425.47

一般管理費 16.09

その他 0.52

経常費用合計① 442.08

臨時損失② 2.39

損益計算書上の費用③（①＋②） 444.47

授業料等収益 △ 50.73

附属病院収益 △ 197.43

受託研究・受託事業等収益 △ 7.48

寄附金収益 △ 5.78

その他　　　　　　　 △ 11.32

（控除）自己収入等合計④ △ 272.74

業務費用合計⑤（③＋④） 171.73

損益外減価償却相当額⑥ 45.68

引当外退職給付増加見積額⑦（※１） 4.17

7.57

11.51

19.08

行政サービス実施コスト（⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 240.66

機会費用合計⑧

経
常
費
用

機
会
費
用

（※１）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）

業
務
費
用

損
益
計
算
書
上
の
費
用

自
己
収
入
等

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
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（６）附属病院の収支 

 経常費用は２４５億３２百万円で、内訳として業務費は２３７億７５百万円であり、

主なものとして、病院の診療経費が１２４億８３百万円、人件費が１１０億３７百万円

です。その他一般管理費７億１千万円等があります。 

 経常収益の総額は、２３９億円であり、主なものとして、運営費交付金収益が２４億

４５百万円、附属病院収益が１９７億４３百万円、資産見返負債戻入が６億１８百万円

です。 

 以上から、業務損益はマイナス６億３１百万円となります。 

 主な要因として、看護師の不足等による平成１９年７月からの一部病棟休止（平成２

０年７月より再開）により、入院患者数が減少したことなどがあります。 
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附属病院の収支 （単位：億円）

0.79 運営費交付金収益 24.45

0.32 授業料収益等 0.00

124.83 附属病院収益 197.43

0.00 受託研究・受託事業等収益 2.15

1.44 補助金等収益 2.07

110.37 寄附金収益 0.16

237.75 資産見返負債戻入 6.18

一般管理費 7.10 その他 6.56

その他 0.47

合計①　　　　　 245.32 合計⑤ 239.00

経常利益②（⑤－①）　 △ 6.31

業
務
費

開
示
す
べ
き
セ
グ
メ
ン
ト
情
報

経
常
費
用

受託研究・受託事業費

合計

人件費

経
常
収
益

教育経費

研究経費

診療経費

教育研究支援経費
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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に振り替える。資産見返

運営費交付金は、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

金戻入として収益に振り替える。 
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平成１９年度財務諸表相関図

（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
1212 305

支出 期首残高 固定資産 費用 行政サービス
459 1109 資産見返負債 経常費用 経常収益 444 実施コスト

(土地) 172 442 443 240
65 385 長期寄附金債務

収入 (建物) 27 教育経費 運営費交付金
447 506 長期借入金 17 収益 　　　   157

(工具器具備品) 13 研究経費 資産見返負債
50 長期リース債務 24 戻入 　　　　　12

(図書) 16 診療経費
133 運営費交付金債務 125

(その他) 4 人件費
35 未払金 244

52 一般管理費
その他 16 運営費交付金外

21 その他 収益 　　　　274 自己収入等
16 (学生納付金)

51
(附属病院収益)

流動資産 資本 197 273
103 907 (受託研究・事業

(未収附属病院収入) 資本金 等収益 　　　　　7
42 982 (寄附金収益)

(その他) 資本剰余金 6 損益外減価
5 -102 (その他) 償却　46

期末残高 (現金預金) 13 引当外退職
利益剰余金 経常利益　　  1 給付見込  4

53 56 27 臨時損失        2 臨時利益         2 機会費用　　   19

※別途定期預金　３ ※利益剰余金内訳
　・目的積立金：26
　・当期総利益：  1

15



 

公立大学法人大阪市立大学の平成１９年度剰余金について 

 

１ 剰余金の位置付け  

  公立大学法人の主たる事業は、教育、研究及び診療であり、事業の実施によ

って利益の獲得を目的とするものではなく、基本的には計画通りに業務を行え

ば損益が均衡する仕組みとなっており、公立大学法人に適用される会計の仕組

みもそれに即したものとなっています。 

 剰余金は、損益計算において収益から費用を差し引いた差額でありますが、

公立大学法人が効果的・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、翌事業年度以降に使用する

ことが可能とされています。 

 従って、公立大学法人において、剰余金の位置付けは、株主に対する利益配

当に充てることとされている株式会社等とは異なり、事業運営上のインセンテ

ィブを付与するための仕組みとされています。 

 

２ 剰余金繰越の承認手続き 

  剰余金は、公立大学法人からの「利益処分（案）」を受け、地方独立行政法

人法第４０条第５項により、大阪市公立大学法人評価委員会の意見を聴いたう

えで、同条第３項の規定により市長による承認を行い、公立大学法人が中期計

画において剰余金の使途として定めた教育、研究及び診療の質の一層の向上な

どに充てていくことになります。  

 なお、剰余金の使途として充てることを承認した以外の部分は、積立金とし

て整理し、翌事業年度以降の損失に充てるほか、中期目標期間終了後に市に納

付することとなります。 

 

３ 剰余金の概況 

 剰余金について、経常利益の合計は１億１６百万円（経常費用４４２億９百

万円の０．３％）、臨時損益差引はマイナス５百万円、当期総利益は、１億１

１百万円（費用総額（臨時費用含む）４４４億４８百万円の０．３％）となり

ました。 

（単位：百万円） 

経常費用① 44,209経常収益② 44,325

経常利益③（②－①） 116   

臨時損失④ 239臨時利益⑤ 234

臨時損益差引⑥（⑤－④） △5   

費用合計⑦（①＋④） 44,447収益合計⑧（②＋⑤） 44,558

当期総利益⑨（⑧－⑦） 111   
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 公立大学法人は、法人化のメリットを活かし、人件費の節減など、創意工夫

による各種経費の節減、また、外部資金の獲得強化等による自己収入の増に努

めるなどの経営努力を行っております。 

 なお、平成１９年度は、医学部附属病院において、看護師の不足等による平

成１９年７月からの一部病棟休止（平成２０年７月より再開）により、入院患

者数が減少したことなどのため、マイナス６億３１百万円の業務損益となった

こともあり、法人全体としての総利益は、１億１１百万円となっております。 
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