
公立大学法人大阪市立大学の平成２０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２０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、１，１９５億円です。 

 うち、固定資産として１，０８１億円、流動資産として１１４億円です。 

 固定資産として主なものは、土地が３８５億円、建物が４７７億円、研究機器等を含

む備品が５１億円、図書が１３５億円です。 

 流動資産として主なものは、現金及び預金が６７億円、未収附属病院収入が４１億円

です。 

（負債の部） 

 負債の総額は、３１２億円です。 

 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１７１億円です。 

 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２５億円、長期借入金が１５億円、長期

リース債務が１３億円です。 

 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、８８３億円です。 

 資本金（市からの出資金）が９８２億円、資本剰余金がマイナス１３６億円であり、

利益剰余金が３７億円となっています。そのうち、当期総利益は１０億円です。 

 資本剰余金のマイナス１３６億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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土地 385.32 資産見返負債（※１） 170.81

建物 476.94 長期寄付金債務 25.12

工具器具備品 51.49 長期借入金 15.41

図書 135.01 長期リース債務 12.95

その他 5.57 合計 224.29

小計 1,054.33 未払金 52.28

無形固定資産 5.88 寄付金債務 7.44

投資その他の資産 20.75 その他 28.01

合計① 1,080.96 合計 87.73

現金及び預金 66.81 合計③ 312.02

未収附属病院収入 41.49 資本金 981.78

その他 5.62 資本剰余金（※２） △ 135.86

合計② 113.92 利益剰余金 36.94

合計④ 882.86

資産合計（①＋②） 1,194.88 負債資本合計（③＋④） 1194.88

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

（※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。
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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、４４７億円です。 

 業務費の主なものとしては、人件費を除く教育経費が１４億円、研究経費が２５億円、

病院の診療経費が１３３億円、人件費が２４３億円です。 

 その他、一般管理費は１５億円です。 

（経常収益） 

 経常収益の総額は、４５７億円です。 

 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１４８

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２１７億円、資産見返負債戻入が１１億円です。 

 資産見返負債戻入１１億円については、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、１０億円となっています。 

（臨時損益、臨時利益） 

 臨時損失及び臨時利益はともに０．３億円で、主なものとして、固定資産除却損とそ

れと関連する資産見返負債戻入があります。 

（当期総利益） 

 以上から、大阪市立大学の平成２０年度における当期総利益は１０億円です。 
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14.46 運営費交付金収益 148.12

24.68 授業料収益等 50.83

132.62 附属病院収益 217.33

8.70 受託研究等収益等 9.72

7.94 補助金等収益 2.66

243.18 寄付金収益等 6.85

431.58 資産見返負債戻入（※１） 10.55

一般管理費 14.70 その他 10.81

その他 0.55

合計①　　　　　 446.83 合計② 456.87

10.04

臨時
損失

固定資産除却損 0.33
臨時
利益

資産見返物品受贈額戻入等 ）（※２ 0.32

△ 0.01

447.16 収益合計⑧（②＋⑤） 457.19

10.03

臨時利益－臨時損失⑥（⑤－④）　

費用合計⑦（①＋④）

当期総利益⑨（⑧－⑦）

教育経費

研究経費

診療経費

教育研究支援経費

（※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）固定資産除却損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

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５３億円、法人の収入合計が６５３億円、支出合計が６４３億円であ

り、資金期末残高は６３億円です。これに定期預金４億円を加えた額、６７億円は、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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原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 163.65

人件費支出 △ 245.01

その他の業務支出 △ 14.73

運営費交付金収入 154.69

授業料収入等 52.82

附属病院収入 217.93

受託研究・受託事業等収入等 11.71

補助金等収入 2.77

寄附金収入 7.81

その他の業務収入 10.66

預り金等増減 △ 1.12

業務活動によるキャッシュ・フロー① 33.88

有価証券の取得による支出 △ 3.00

有形・無形固定資産の取得による支出 △ 17.26

定期預金等の取得による支出 △ 190.28

定期預金等の払戻による収入 188.96

その他の投資支出 0.00

利息及び配当金の受取額 0.09

投資活動によるキャッシュ・フロー② △ 21.49

リース債務の返済による支出 △ 5.63

長期借入の返済による支出 △ 2.45

長期借入による収入 6.00

利息の支払額 △ 0.56

財務活動によるキャッシュ・フロー③ △ 2.64

資金増加額④（①＋②＋③） 9.75

資金期首残高⑤　　　　　　 52.74

資金期末残高⑥（④＋⑤） 62.49

652.32

△ 642.57（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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当期未処分利益 10.03

利益処分額 10.03

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、２０４億円です。 

 損益計算書上の経常費用４４７億円と臨時損失０．３億円の合計４４７億円から、運

営費交付金外の収益である２９６億円を引き、業務費用としては１５１億円となります。 

 これに、出資した建物の損益外減価償却相当額３４億円、将来発生する退職給付の増

加見積額０．４億円、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１８億円、

これらを合計し、行政サービス実施コストは２０４億円となっています。 

 

10



業務費 431.58

一般管理費 14.70

その他 0.55

経常費用合計① 446.83

臨時損失② 0.33

損益計算書上の費用③（①＋②） 447.16

授業料等収益 △ 50.83

附属病院収益 △ 217.33

受託研究・受託事業等収益 △ 9.72

寄附金収益 △ 6.85

その他　　　　　　　 △ 11.02

（控除）自己収入等合計④ △ 295.75

業務費用合計⑤（③＋④） 151.41

損益外減価償却相当額⑥ 34.04

引当外退職給付増加見積額⑦（※１） 0.39

6.82

11.56

18.38

行政サービス実施コスト（⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 204.22

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２５８億４百万円で、内訳として業務費は２５０億２８百万円であり、主

なものとして、病院の診療経費が１３２億６２百万円、人件費が１１４億４３百万円で

す。その他一般管理費７億２６百万円等があります。 

 経常収益の総額は、２５９億円３百万円であり、主なものとして、運営費交付金収益

が２３億８４百万円、附属病院収益が２１７億３３百万円、資産見返負債戻入が４億 

６６百万円です。 

 以上から、業務損益は９９百万円となります。 

 主な要因として、19 年 7 月より休止しておりました 2 病棟の再開(20 年 7 月～)や、

７対 1 看護体制による診療単価の増などにより、診療収益が大きく増加する一方で、診

療経費や人件費の増加を極力抑えたことなどがあります。 
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0.47 運営費交付金収益 23.84

0.25 授業料収益等 0.00

132.62 附属病院収益 217.33

0.00 受託研究・受託事業等収益 4.26

2.51 補助金等収益 1.59

114.43 寄附金収益 0.59

250.28 資産見返負債戻入 4.66

一般管理費 7.26 その他 6.76

その他 0.50

合計①　　　　　 258.04 合計⑤ 259.03

経常利益②（⑤－①）　 0.99

経
常
収
益

教育経費

研究経費

診療経費

教育研究支援経費
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
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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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（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
1195 312

固定資産
支出 期首残高 1081 資産見返負債 経常費用 経常収益 費用 行政サービス

643 (土地) 171 447 457 447 実施コスト
385 長期寄附金債務 204

53 (建物) 25 教育経費 運営費交付金
収入 477 長期借入金 14 収益 　　　   148

653 (工具器具備品) 15 研究経費 資産見返負債
51 長期リース債務 25 戻入 　　　　　11

(図書) 13 診療経費
135 運営費交付金債務 133

(その他) 11 人件費
33 未払金 243

52 一般管理費
その他 15 運営費交付金外

25 その他 収益 　　　　298 自己収入等
17 (学生納付金)

51
(附属病院収益)

流動資産 資本 217 296
114 883 (受託研究・事業

(未収附属病院収入) 資本金 等収益) 　　　 10
41 982 (寄附金収益)

(その他) 資本剰余金 7 損益外減価
6 -136 (その他) 償却　34

期末残高 (現金預金) 13 引当外退職
利益剰余金 経常利益　　 10 給付見込  0

63 67 37 臨時損失        0 臨時利益         0 機会費用　　   19

※別途定期預金　4 ※利益剰余金内訳
　・目的積立金：27
　・当期総利益：10

1
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