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１．平成１５年度決算の概要

（１）資金収支決算の概要
表１～３に平成１５年度の決算諸表

の資金収支計算書、消費収支計算書
と貸借対照表を示しています。
資金収支計算書は企業会計でいう
資金繰り表で、当該会計年度の諸活
動に対する全ての収入、支出の内容
と当該会計年度における支払資金の
収入、支出を明らかにしたものです。
表１左欄の収入の部より、予算に
対して減額となっているのは、預り
金収入などで帰属収入（負債となら
ない収入）とはならない「その他の
収入」と前期末前受け金となる「資
金収入調整勘定」で、他の科目はい
ずれも予算比増となっています。「学
納金収入」は大学での入学者数の増、
「補助金収入」は当初見込みを上回
る収入が得られたこと、「雑収入」は
私立大学退職金財団からの交付金の
増により夫々増となりました。また、
「資産売却収入」の増因は高利率の

有価証券への持ち替え売却によるも
ので、これは支出の部の資産運用支
出に対応します。
このように、収入の部において概
ねの科目で決算数値が予算数値を上
回るのは、予算は安全性の原則を適
用し、収入は実現可能な収入以外は
計上しないこと、支出はある程度の
確率で予測される支出は計上するこ
とを原則に作成しているからです。
以上のことから、平成１５年度の資

金収入の計は３２２億円であり、前年度
からの繰越支払資金８５億１２００万円と
合わせて収入の部合計は４０７億１２００万
円となります。
続いて右欄の支出の部は、「人件費
支出」が９５億８１００万円、予算比８億
８１００万円の増、前年度決算比４億１４００
万円の増となっています。この要因
は定年齢の就業規則に準拠した是正
に伴う、退職金支出の増加と年間一
時金の増額変更です。予算に対して
大幅な増加となった科目に「資産運
用支出」がありますが、これは収入

の部で述べた、有価証券の持ち替え
分に現金預金から購入した有価証券
分を追加したものです。また、学生
生徒の教育活動の推進に供される「教
育研究経費支出」と、主として「教
育研究用機器備品支出」他よりなる
「設備関係支出」は予算比増となっ
ているものの、概ね当所計上した予
算に従い執行されています。
以上のことから、平成１５年度の資

金支出は３２３億９０００万円、資金収入は
１億９０００万円の支出超過となり、前
年度からの繰越支払資金８５億１２００万
円を合わせて、８３億２２００万円を次年
度に繰越すこととなります。
（２）消費収支決算の概要
表２に消費収支決算を示していま

す。消費収支計算書は企業会計でい
う損益計算書で、当該年度の経営状
態を把握するために最も重要な指標
です。資金収支には借入金収入・返
済なども含まれていますが、本計算
書には負債となる収入の借入金や預
り金は含まれず、また支払資金では

ないが純財産を減少させる「退職給
与引当金繰入額」、「減価償却額」が
記載されることから、こうした点が
資金収支とは異なり、より厳密に当
該年度の収支を記述しています。
資金収支と相違する点は、収入の

部で「寄付金」では現物寄付が金額
換算して加算され、「資産売却差額」
では売却益、支出の部の「資産処分
差額」は備品除却損が記載されてい
ます。
当年度「帰属収入合計」は１８４億８０００
万円で、予算比で１２億２４００万円の増、
前年度決算比で４億２０００万円の増と
なりました。帰属収入の増因につい
ては資金収支に関する箇所で述べて
います。
「帰属収入合計」から「基本金組

入額合計」を差し引いた分が「消費
収入の部合計」として、当該年度に
費消し得る金額となります。「基本金
組入額合計」とは当該年度における
基本財産で、学校運営に必要な施設
設備の取得に要する経費の合計です。
但し、除去分についてはこれを差引
きしています。平成１５年度の「基本
金組入額合計」は決算として１６億３１００
万円となりました。その内訳は土地
関係で１億３８００万円、建物改修およ
び設備関係で１２億２８００万円、構築物
で２億５５００万円他よりなりますが、
設備の廃棄に伴い６億１８００万円の１
号基本金の取り崩しが発生したこと
で、予算を４億５２００万円下回りまし
た。「基本金組入額合計」とは先に述
べたように学校の運営に必要な土地
・建物および教育研究に必要な機器
備品の購入経費であり、予め確保し
ておく必要があります。したがって、
「帰属収入合計」から「基本金組入
額合計」を差し引いたものが当該年
度に費消し得る金額となり、これを
「消費収入の部合計」と呼び、その
額は１６８億４９００万円となります。
ここで、「基本金」と「消費支出」

について簡潔に説明します。まず基
本金とは学校運営に必要な施設設備
などの基本財産の取得に要する経費
であり、�１号基本金：取得した固
定資産の価額、�２号基本金：将来
取得する固定資産の取得に充てる金
銭その他の資産の額、�３号基本金：
基金として運用する金銭その他の資
産の額、および�４号基本金：恒常
的に保持すべき資金で文部科学大臣
の定める額の４種類からなりますが、
本学園は現在２号および３号基本金
は準備していません。次いで「消費
支出」とは当該会計年度に費消され
る人件費、消耗品費、光熱水費や修
繕費などからなり、年度内に使いき
られてしまうものを表します。した
がって、学校運営に必要な施設設備
の取得を行うためには、予め「帰属

収入」から「基本金組入額」を控除
し、「消費支出」に回せる金額を「消
費収入」として準備しておく必要が
あります。
「基本金組入額合計」の取り方が

消費収支の均衡を左右する重要な因
子となることから、基本財産の取得
すなわち基本金組入れは年々の消費
収入を圧迫しないように計画的に行
われなければなりません。基本金組
入れの対象となる基本財産取得に係
わる既往債務の償還計画を念頭に置
き、安定した財政基盤の下で諸事業
を展開することが望まれます。さら
にこうした財政基盤の強化に向けて
は帰属収入の安定確保、すなわち予
算上の収容定員の確保が不可欠であ
り、これをもって教育研究機関は永
続的にその使命を果たせるものです。
右欄に示す「消費支出の部合計」

は１６８億１７００万円であり、予算比９億
２２００万円の増、前年度決算比４億１１００
万円の増となりました。このように
消費支出が予算比増となった要因は
先に述べた人件費の退職金支出の増
加や、教育研究経費と管理経費にお
いて平成１４年度より建物耐用年数が
１０年間短縮されたことによる減価償
却額の増加です。
以上のことより、平成１５年度の消
費収支は３２００万円の収入超過となり、
これに予め準備していた準備金取崩
額８億円を加え、前年度からの消費
支出超過額５億１３００万円を差し引い
て、翌年度に３億１９００万円を消費収
入超過額として繰越すこととなりま
す。平成１３、１４年度の２会計年度に
わたり、約５億円の消費支出超過額
を繰越していましたが、学園構成員
全体の経営努力を反映して平成１５年
度は支出準備金を取り崩しながらも
黒字繰り越しとすることができまし
た。次年度以降も学納金を中心とす
る収入の確保と適正な支出を行い、
財政の健全化に努めます。
消費収支決算より、帰属収入に対

する各科目の構成比率を見ると、先
ず収入の部で学納金比率は７４．４％、
補助金比率は１３．７％であり、これら
二者で帰属収入の８８％を占め、「学納
金」が私学経営の根幹であることが
明白です。
学校は教育成果という商品を前払

いで買って頂いているのであり、私
学経営の根幹となる納付金の安定的
確保のためには、修学過程で提供す
る教育サービスや卒業時に顕在化す
る教育成果の質の向上に最大の努力
を払う必要があります。教育成果は
卒業後の進路で具体的に把握、評価
されるものであり、卒業生に満足度
の高い進路を提供できるよう最大限
の努力を致します。併せて、大学に
おいては退学者数の低減について早
急の対応を措置する必要があります。
「経済的理由」もしくは「一身上の
都合」といった漠然とした退学理由
の背景を洗い出し、不本意入学者を
含めて全ての在学生に対して本学で
の修学意欲を喚起するような修学環
境を整えます。
本学園の寄付金収入比率は０．９％で
あり、平成１４年度決算での全国平均
２．８％を大幅に下回っています。寄付
金は本学園を取り巻く幅広い層がど
れほど本学の社会的貢献を評価して
いるかを測る目安であり、この点で
は不満足な状態になっています。今

学校法人は、教育研究機関の経営母体で教育研究による人材育成およ
び産業社会へ貢献する公益事業体です。学校法人は営利事業法人のよう
に収益をもって費用を回収するという考えではなく、学校運営に必要な
費用を先ず想定し、これに見合う収入を確保するという考えに立って経
営しています。学校法人大阪産業大学は、大阪産業大学（大学院を含む）、
同短期大学部、大阪産業大学附属中学・高等学校および大阪桐蔭中学・
高等学校、大阪産業大学附属歯科衛生士学院専門学校、計７校の教育機
関の維持、発展に責任を負い各機関がそれぞれの任務を全うし得るよう
管理運営しています。
各学校の教育研究機関として資質向上を常に念頭に置いて、毎年の予

算立案を行い、執行過程においても効果的な経費支出となるように手続
をしています。収入の大半は「学生生徒等納付金」（以下、学納金と略す）
で、帰属収入を構成する他の収入科目である「補助金」、「資産運用収入」、
「寄付金」、「事業収入」などは「学納金」により学校が健全に運営され
ることにより付随的に発生するものです。

学校経営を支える財政的骨格はいうまでもなく「学納金」であり、今後
とも受験生数の拡大、予算上の収容定員を見据えた入学者数の確保を維
持する必要があります。併せて退学者数の減少に向けて早急の対策を講
じる必要があります。
「学納金」は学生生徒が学校より受ける利益（教育成果）に対する反

対給付、すなわち代償です。安定した「学納金」を得ようとすれば、目
に見える教育成果、つまり質の高い就職・進路保証を提供し続けること
が必要です。
平成１６年度予算は平成１５年度内に学園評議員会および理事会で審議決

定され、平成１５年度決算は会計年度の終了後２ヶ月以内、すなわち平成
１６年度に入ってから報告が行われ、監査法人による監査報告書を添付し
て、所轄庁（文部科学省及び大阪府）に届け出ることとなっています。
ここでは平成１５年度決算の概略を、続いて平成１６年度予算の骨子につ

いて説明します。

（裏面につづく）

平成１５年度 決算の概要
学校法人 大阪産業大学
（学園各学校の総計）

資 金 収 支 計 算 書（平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日） （単位：百万円）

支出の部
差異
△８８１
△３
△４７
２
０
１１４
△１６

△６，８０９
△３００
１，０８３

８２０
△６，０３７
�表１�

決算
９，５８１
３，６６６
１，３３０
９５
９９８
２，１０４
６４５

１３，０８５
２，８０４
△１，９１８

８，３２２
４０，７１２

予算
８，７００
３，６６３
１，２８３
９７
９９８
２，２１８
６２９
６，２７６
２，５０４
△８３５

９，１４２
３４，６７５

科 目
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出
その他の支出
資金支出調整勘定

次年繰越支払資金
支出の部合計

収入の部
差異
△１０１
△４
△１０４
△３８１
△５７

△５，８０１
△６５
△５０２
０

△２９３
８４９
４２２
０

△６，０３７

決算
１３，７４９
４１６
１６４
２，５３３
６４９
９，８０１
１７８
７７２
１，５００
３，９１５
３，０６５
△４，５４２
８，５１２
４０，７１２

予算
１３，６４８
４１２
６０

２，１５２
５９２
４，０００
１１３
２７０
１，５００
３，６２２
３，９１４
△４，１２０
８，５１２
３４，６７５

科 目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産運用収入
資産売却収入
事業収入
雑収入
借入金等収入
前受金収入
その他の収入
資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
収入の部合計

消 費 収 支 計 算 書（平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日） （単位：百万円）
消費支出の部

差異
△７５１
△４５５
△４
△２
△１２０
△７３
１
△４９
１

△９２２

△７５４

△１，６７６
�表２�

決算
９，５５１
６５５
５，４５３
１，７８８
１，５１８
１８８
９６
１９９
０

１６，８１７

３１９

１７，１３６

予算
８，８００
２００
５，４４９
１，７８６
１，３９８
１１５
９７
１５０
１

１５，８９５

△４３５

１５，４６０

科 目
人件費
（内、退職給与引当金繰入額）
教育研究経費
（内、減価償却額）
管理経費
（内、減価償却額）
借入金等利息
資産処分差額
徴収不能額

消費支出の部合計

翌年度
繰越消費収入超過額

支出の部合計

消費収入の部
差異
△１０１
△４
△１１３
△３８１
△５７
△１
△６５
△５０２
△１，２２４
△４５２
△１，６７６

０

０

△１，６７６

決算
１３，７４９
４１６
１８３
２，５３３
６４９
１
１７８
７７１

１８，４８０
△１，６３１
１６，８４９

８００

△５１３

１７，１３６

予算
１３，６４８
４１２
７０

２，１５２
５９２
０
１１３
２６９

１７，２５６
△２，０８３
１５，１７３

８００

△５１３

１５，４６０

科 目
学生生徒等納付金
手数料
寄付金
補助金
資産運用収入
資産売却差額
事業収入
雑収入
帰属収入合計
基本金組入額合計
消費収入の部合計
平成１５年度消費支出
準備金取崩額

前年度繰越
消費収入超過額
収入の部合計

平成１５年度決算および平成１６年度予算について
常務理事・事務局長 中山 英明
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