
１　連結財務諸表とは

◆ 概念

◆ 連結財務諸表の構成

　次の財務諸表等を作成しています。
・連結貸借対照表
・連結行政コスト計算書
・連結純資産変動計算書
・注記
・附属明細表

◆ 連結財務諸表の対象範囲

平成27年度　大阪市連結財務諸表について

　地方公共団体の行政サービスが第三セクター等の関連団体によっても実施されている実態
を踏まえ、地方公共団体と連携協力して行政サービスを実施している関連団体を連結し、一
つの行政サービス実施主体とみなして財政状態を明らかにすることを目的として作成してい
る財務諸表です。

　連結財務諸表は、下記のとおり、本市各会計に加え、本市が加入している全ての一部事務
組合・広域連合、本市が設立した全ての地方独立行政法人・地方公社、本市が一定割合以上
出資している第三セクター等を対象（※）とし、関連集団内の取引（投資と資本、貸付金と
借入金、繰入れと繰出しなど）を相殺しています。

　大阪市では、発生主義・複式簿記に加え、日々仕訳を採用した本格的な新公会計制度の運
用を平成27年4月より開始しています。これにより、従来の官庁会計では見えにくいストッ
ク情報（資産・負債）やコスト情報（減価償却費など）をお知らせすることができるように
なりました。
　この度、平成27年度決算に基づく連結財務諸表を作成しましたので公表します。

※連結対象団体の範囲と連結方法は、P7「平成27年度　連結対象団体等について」をご覧くだ
　さい。

連結財務諸表

本市各会計[18]

一般会計

＋

特別会計 [17]

＋

連結対象団体[42]

一部事務組合 [4]

＋

広域連合 [2]

＋

地方独立行政法人 [3]

＋

地方公社 [1]

＋

第三セクター等 [32]
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２　連結貸借対照表の概要

○ 資産・負債の構成

・貸借対照表は、貸借対照表日時点における財政状態（資産・負債・純資産の残高及び
　内訳）を表すものです。

・平成27年度末における資産総額は18兆9,274億円、負債総額は5兆3,102億円、
　資産から負債を差し引いた純資産は13兆6,172億円となっています。
（連結貸借対照表の内訳等については「連結貸借対照表【概要版】」をご覧ください。）

資産総額 18兆9,274億円

負債総額 5兆3,102億円

平成28年3月31日現在

6,941億円

(13.1%)

(5.2%) 4兆6,161億円

(86.9%)

5兆3,102億円

(94.8%) 13兆6,172億円

18兆9,274億円 18兆9,274億円

※下段（　）書きについては、資産・負債総額に対する割合である。

9,862億円

負債総額＋純資産資産総額(A)

負債総額(B)

負債

流動負債

資産

固定資産

流動資産

固定負債

純資産(A-B)

17兆9,412億円

【主な資産】

○インフラ資産
　主に道路、河川構造物、港湾施設など
　・土地　　6兆1,340億円
　・工作物　1兆9,682億円

○事業用資産
　主に公営住宅、学校、公園など
　・土地　　5兆5,560億円
　・建物　　1兆5,287億円

【主な負債】

○地方債等
　事業用資産、インフラ資産の整備に
　関する地方債等
　・流動負債　　　4,909億円
　・固定負債 　3兆9,658億円

○退職手当引当金
　全ての職員が自己都合退職した場合の
　退職手当支給見込額

インフラ資産

8兆2,114億円

（43.4%）

事業用資産

8兆1,129億円

（42.9%）

出資金

2,980億円

（1.6%）

その他

2兆3,051億円

（12.1%）

固定資産

17兆9,412億円

（94.8%）

流動資産

9,862億円

（5.2%）

地方債等

4兆4,567億円

（83.9%）

退職手当引当金

3,116億円

（5.9%）

その他

5,419億円

（10.2%）

固定負債

4兆6,161億円

（86.9%）

流動負債

6,941億円

（13.1%）
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○ 連結貸借対照表から分かること

【参考】事業用資産及びインフラ資産の減価償却の状況（有形固定資産）

・資産の部では、固定資産が総額の94.8％を占めています。
　固定資産には、主に公営住宅、学校、公園などの事業用資産と、主に道路、河川（堤防
　等）、港湾施設（防潮堤等）などのインフラ資産があります。

　本市では早くからまちづくりに取り組んできたことから、市民生活に密着した事業用資
　産とまちづくりの基盤となるインフラ資産を多く保有しており、固定資産の大半を占め
　ています。

　しかしながら、事業用資産、インフラ資産いずれも減価償却が進んでいるため、更新
　計画などのアセットマネジメント（資産管理）が重要となってきています。

・負債の部では、事業用資産やインフラ資産の整備に関する地方債等が、総額の83.9％
　を占めています。

・資産に対する負債の割合は一般会計と比べて高くなっています。
   　【連結】　　28.1％（負債 5兆3,102億円／資産 18兆9,274億円）
　　【一般会計】19.4％（負債 2兆9,273億円／資産 15兆　755億円）
　これは、高速鉄道事業、水道事業など、主として企業債を原資に施設整備等を行う
　公営企業会計を連結したことなどによるものです。

取得原価(A) 減価償却累計額(B) 割合(B/A)

事業用資産
（建物、工作物ほか）

5兆1,389億円 2兆5,086億円 48.8%

インフラ資産
（建物、工作物）

3兆9,239億円 1兆8,751億円 47.8%
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３　連結行政コスト計算書の概要

○ 経常費用・経常収益の構成

・行政コスト計算書は、一会計期間の行政サービスの提供に要した費用と、それに対応する
　収益を表すもので、現金支出を伴わない減価償却費等も費用として計上しています。

・平成27年度の経常収支差額は1,975億円であり、臨時的な損失や利益による特別収支
　差額648億円を加えた当年度収支差額は2,623億円となっています。
（連結行政コスト計算書の内訳等については「連結行政コスト計算書【概要版】」をご覧
　ください。）

経常費用総額 2兆4,961億円

経常収益総額 2兆6,936億円

国・府支出金

7,556億円

（28.1%）

その他

6,655億円

（24.7%）
市税等

7,982億円

（29.6%）

保険料等

4,743億円

（17.6%）

市税 6,603億円

譲与税･交付金 944億円

地方交付税 419億円

地方特例交付金 16億円

事業による営業収益など

保険料 1,301億円

保険事業にかかる

交付金 3,442億円

【主な費用】

○移転支出的なコスト
　市民や他団体等の支出に対する
　給付・補助など
　・扶助費　　　　　5,203億円
　・負担金等　　　   9,879億円

○物にかかるコスト
　公共施設の運営費や補修費など
　・物件費　　　　　2,533億円
　・減価償却費　　   2,228億円

○人にかかるコスト
　行政サービスを担う職員の給与など
　・給与関係費　　　3,215億円

移転支出的な

コスト

1兆5,082億円

（60.4%）

物にかかる

コスト

5,319億円

（21.3%）

その他

1,038億円

（4.2%）

人にかかる

コスト

3,522億円

（14.1%）

【主な収益】

○市税等
　市民税、固定資産税、都市計画税
　などの市税や、地方譲与税、
　地方消費税交付金、地方交付税など

○国・府支出金
　国や府からの負担金など

○保険料等
　国民健康保険料、介護保険料、
　保険事業にかかる交付金など

自 平成27年4月1日  至 平成28年3月31日

経常収益(A) 2兆6,936億円 経常費用(B) 2兆4,961億円

1,975億円 ①

特別利益(C) 1,122億円 特別損失(D) 474億円

648億円 ②

2,623億円 ①＋②

　　　経常収支差額（A-B） 

　　　特別収支差額（C-D） 

　　　当年度収支差額
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○ 連結行政コスト計算書から分かること

【参考】事業再編等に伴う移転損益について（イメージ）

・経常費用には、市民や他団体等の支出に対する給付・補助などの「移転支出的なコス
　ト」、公共施設の運営費や補修費などの「物にかかるコスト」があり、全体の81.7％
　を占めています。

　「移転支出的なコスト」には、生活保護費や障がい者自立支援給付費などの扶助費や、
　国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療給付の負担金などの社会保障関連経費が
　多く含まれます。

　また、「物にかかるコスト」については、本市では早くからまちづくりに取り組んで
　きたことから、事業用資産とインフラ資産を多く保有しているため、施設の運営費や
　減価償却費が多く含まれます。

・経常収益では、市税等や国・府支出金、国民健康保険料や介護保険料などの社会保険
　関連の収入が、全体の約8割（75.3％）を占めています。
　なお、その他の収入には、公営企業会計の営業収益や使用料・手数料などが含まれて
　います。
　
・特別収支差額は、市内府営住宅が大阪府から移管されたことによる特別利益を計上
　（736億円）したことなどにより、648億円となっています。

・当年度収支差額は2,623億円となり、一般会計（578億円）と比べると大きく増加
　していますが、これは、一般会計で計上していた事業再編等に伴う特別損失を関連
　集団内の取引として相殺したことに伴い、特別損失が大きく減少したことや、高速
　鉄道事業、水道事業など、独立採算で収支剰余となっている公営企業会計を連結した
　ことなどによるものです。

　府営住宅の市への移管に伴う特別利益以外は、連結により、ほぼ相殺消去されるため、事業
再編等に伴う移転損益は、一般会計と比べ、大幅に好転します。

一般会計 特別会計

府営住宅

一部事務組合

府営住宅の移管
（府→一般会計）

諸資産・

諸負債の承継

相殺!!

相殺!!

特別損失特別利益

特別利益

特別利益

特別損失

諸資産・

諸負債の引渡し
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４　連結純資産変動計算書の概要

【参考】市民１人あたりの資産等の状況について

資産等を市民１人あたりに換算すると、以下の図のようになります。

※表中の金額は、平成28年3月1日現在の本市推計人口（2,692,845人）を用いて
　算定しています。

・純資産変動計算書は、一会計期間の純資産の変動を表すものです。
　当年度末残高13兆6,172億円は、貸借対照表の純資産の額と一致します。

・純資産の前年度末残高は13兆3,675億円でしたが、当年度に2,497億円増加し、
　当年度末残高は13兆6,172億円となりました。

・当年度変動額2,497億円の内訳について、
　累積余剰は、行政コスト計算書の当年度収支差額などにより、2,622億円となっていま
　す。
　評価・換算差額等には、有価証券の評価差額（取得原価と時価との差額）等を計上して
　おり、前年度末よりも時価が下がったことなどにより、当年度変動額は△125億円と
　なっています。

区分 累積余剰 評価・換算差額等 合計

前年度末残高 13兆3,130億円 545億円 13兆3,675億円

当年度変動額 2,622億円 △125億円 2,497億円

当年度末残高 13兆5,752億円 420億円 13兆6,172億円

自 平成27年4月1日　至 平成28年3月31日

資産 負債

197万円

純資産

506万円

703万円

経常費用 経常収益

93万円
100万円
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平成27年度　連結対象団体等について

【連結対象範囲と連結方法】

会計・団体

一般会計

特別会計

地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

地方公社

第三セクター等

第三セクター等が出資して
いる会社

【連結対象団体等】

区分 会計・団体名
連結割合
（％）

一般会計 一般会計

食肉市場事業会計

駐車場事業会計

母子父子寡婦福祉貸付資金会計

国民健康保険事業会計

心身障害者扶養共済事業会計

介護保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

市街地再開発事業会計

土地先行取得事業会計

中央卸売市場事業会計

港営事業会計

下水道事業会計

自動車運送事業会計

高速鉄道事業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

公債費会計 公債費会計

淀川右岸水防事務組合 78.1

淀川左岸水防事務組合 84.2

大和川右岸水防事務組合 78.2

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 91.1

政令等特別会計

準公営企業会計

公営企業会計

一部事務組合

全部連結

①出資比率50％超：全部連結
②出資比率25％～50％：
　・財政的関与または人的関与があるなど業務運営に実質的に
　　主導的な立場を確保していると認められる場合には、全部
　　連結
　・業務運営に実質的に主導的な立場を確保していると認めら
　　れない場合には、出資比率・活動実態などに応じて、比例
　　連結
③出資比率が25％未満：損失補償を付しており、なおかつ財
　政的関与がある場合には、全部連結
④上記以外については、連結対象外

大阪市と出資元の第三セクター等の出資金を合算して、第三セ
クター等に準じて判断

連結方法

全部連結

全部連結

全部連結（当該法人の連結対象である特定関連会社も対象）

比例連結（規約において定められる負担割合に基づき連結）
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区分 会計・団体名
連結割合
（％）

関西広域連合 3.8

大阪府後期高齢者医療広域連合 29.5

（公大）大阪市立大学 100.0

（地独）大阪市立工業研究所 100.0

（地独）大阪市民病院機構 100.0

地方公社 大阪市住宅供給公社 100.0

（株）大阪城ホール 100.0

（株）大阪市開発公社 100.0

アジア太平洋トレードセンター（株） 100.0

（公財）大阪市博物館協会 100.0

（公財）大阪国際交流センター 100.0

（一財）大阪国際経済振興センター 100.0

大阪市商業振興企画（株） 40.0

（株）大阪鶴見フラワーセンター 25.5

（公財）大阪科学振興協会 50.0

（公財）大阪府暴力追放推進センター 38.8

（一財）アジア・太平洋人権情報センター 28.5

（株）湊町開発センター 100.0

（財）大阪市都市工学情報センター 100.0

大阪外環状鉄道（株） 28.8

西大阪高速鉄道（株） 33.3

中之島高速鉄道（株） 33.3

（社福）大阪社会医療センター 100.0

（公財）大阪市救急医療事業団 100.0

大阪市街地開発（株） 100.0

クリスタ長堀（株） 100.0

（一財）都市技術センター 100.0

大阪港埠頭（株） 100.0

（株）大阪港トランスポートシステム 100.0

阪神国際港湾（株） 30.8

大阪港埠頭ターミナル（株） 100.0

大阪港木材倉庫（株） 100.0

大阪シティバス（株） 100.0

（株）大阪メトロサービス 100.0

大阪地下街（株） 100.0

堂島地下街（株） 25.2

（株）大阪水道総合サービス 100.0

（公財）大阪国際平和センター 50.0

第三セクター等

広域連合

 地方独立行政法人
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