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１．はじめに 

 国立大学は 2004 年 4 月の法人化から 18 年が経過し、2021 年度をもって第三期

中期目標期間が終了する。法人化後に適用された国立大学法人会計基準（以下、

法人会計基準という）は、国立大学法人法の改正、企業会計基準および独立行政

法人会計基準（以下、独法会計基準という）の改訂を契機に見直しがかかり、そ

の内容を反映する形で改訂を繰り返してきた。また、国立大学法人独自の会計処

理、開示内容の見直しも進み、さらに規制緩和の進展を反映した逐次的変更も加

えられた。近年は、一法人複数大学が認められ、2022 年度から始まる第四期中期

目標期間に向けたガバナンスの変革論議が会計制度にも影響を及ぼし、文部科学

省の国立大学法人会計基準等検討会議（以下、基準検討会議とする）において改

訂の議論が進められた。 
本稿では、まず国立大学法人の会計基準や財務報告を主題とした先行研究を振

り返り、本研究の立ち位置について確認する。次に法人会計基準をめぐる批判的

な意見と改訂事項の検討経緯を振り返り、その整理を行う。特に、法人会計基準

に特有の独自処理が批判の対象となり、基準の改訂内容が「産業界目線」で「理

解しやすい」といわれる方向に向かった経緯を明らかにする。その上で、2022 年

度から適用される法人会計基準の改訂内容とその影響について検討し、今後の課

題を指摘する。 
国立大学法人は、税または赤字国債を財源とした運営費交付金に代表される国

庫からの非交換取引収益に依存する公的セクターの会計主体であり、「産業界目線」

とよばれている「企業会計」に近似させた財務報告を行うと情報利用者の誤解を

招く可能性を有している。そうしたことを勘案して、国立大学法人の「独自性」

に配慮した会計基準が策定されたが、第四期中期目標期間に向けた改訂の議論は、

この「独自性」を「多様なステークホルダー」に対する意思決定有用性に反する

ものとして、排除する方向で進んだ。本稿は、こうした方向性に至った要因と改

訂後に予想される課題について論じる。 
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２．国立大学法人の会計基準と財務報告を主題とした先行研究 

 法人会計基準自体を対象とした先行研究の数は、独法会計基準に比較するとあ

まり多くない。 
まず、2004 年の国立大学法人化に前後して野口（2003）や平松（2004）が発表

されている。前者は、法人会計基準の制定前に独法会計基準が準用されることを

見込んで、「企業会計原則による」とされる趣旨と成果を開示するための計算書の

必要性について論じている。また後者は、「企業会計原則による」とされながら、

企業会計にはない業務実施コスト計算書の作成や固定資産の取得と減価償却に関

して財源別の会計処理が求められていることに留意すべきと指摘している。さら

に、梅田（2007a）は新公共経営（New Public Management: NPM）の考え方を背景

に採算性計算を担う業務実施コスト計算書が作成されたとし、損益計算書の示す

当期純利益は企業会計と異なった側面が大きく、解釈には注意が必要であるとし

ている。このように、法人会計基準に特有な「独自性」に目を向け、財務諸表の読

み方に注意を促す一連の研究が行われていた。 
 そして、テーマとして も多く取り上げられているのが、学校法人会計基準と

法人会計基準の比較や私立大学と国立大学の財務状況の比較に関する研究である。

例えば梅田（2007b）は、学校法人の償却資産の再取得資金は自身で確保すること

を前提としているのに対し、国立大学法人の処理が異なっている点に着目した比

較を行っている。また、梅田（2011）では、国立大学法人と学校法人の財務三表の

「すり合わせ」を検討しているが、国立大学法人が独立採算を前提にしていない

点で限界があると述べている。その他にも、林（2014）が学校法人会計基準をベ

ースとして企業会計および国立大学法人会計との比較を行い、また小藤（2007）
は私立大学と国立大学で同定義と考えられる 5 種類の財務分析指標を 2006 年 3 月

期決算で計算し、比較分析を実施している。 
 その他には、国立大学法人の財務分析に取り組んでいる例がある。まず、ごく

初期には植草・高岡（2005）といった分析指標の試行的な提案があり、また国立

大学財務・経営センター（現 大学改革支援・学位授与機構）は『国立大学法人の

財務』を国立大学法人化後毎年刊行し、全国立大学法人の財務分析結果をまとめ

ている（大学改革支援・学位授与機構（2021）など）。さらに、文部科学省の科学

技術政策研究所（現 科学技術・学術政策研究所）が国立大学法人の 2004～06 年

度決算を対象とした財務分析レポートをアドホックには発表しており（治部他 
2007; 治部他 2008）、2018 年には国立大学法人の研究活動を財務データから分析
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した結果を示している（神田・伊神 2018）。なお、植草他（2020）のように、財務

データから研究活動の基盤となる施設・設備の維持と持続可能性を検証した結果

も報告されている。 
 上記以外の個別論点については、国立大学法人に対する減損会計の必要性を論

じた王（2008）や法人会計基準における開示情報に財産目録の追加を提案してい

る古市（2008）などがあげられる。 
 上記をまとめると、(1)法人会計基準の独自性と留意点の指摘、(2)学校法人会計

基準との異同の検討、(3)財務諸表の分析と活用、といった 3 つの方向で国立大学

法人の会計に関する研究は進んできた。本稿の研究は、上記(1)で指摘されている

「独自性」がどのように批判され、改訂の俎上に上り、いかなる結果をもたらす

可能性があるかについて論じたものであり、管見の限り類似の論考は存在しない。

なお、山本（2021）は、本稿の研究と同じく第四期中期目標期間に向けた会計基

準の改訂について論じているが、その内容は「経営体」としての一般目的財務報

告を目指しつつ財政統制上の国への報告にとどまった点を中心に論じており、本

稿で適宜参照しつつも、中核となる論点は異なっている。 
 

３．国立大学法人の情報開示・会計制度に対する要求 

３－１．国立大学法人への情報開示要求 

図表 1 国立大学法人に対する主な情報開示要求（2018～19 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：文部科学省（2019） 

 まず、第四期中期目標期間に向けた会計基準改訂の議論が始まる以前（2018～
19 年）における、政府の審議会等から国立大学法人に向けられた情報開示要求を

確認する（図表 1）。 
内容的には、部局ごとの資源配分（内部予算）、教育・研究コストとその成果の

会議名 要求内容

『経済財政運営と改革の基本方針2018』

・運営費交付金等の学内配分や使途等の「見える化」

『統合イノベーション戦略2019』

・外部ステークホルダーとの関係で経営の可視化

・部局ごとの教育研究の費用及び成果の把握と可視化

・教育研究や学問分野ごとの特性を反映した客観・共通指標及び評価

『2040年に向けた高等教育のグランドデザイン』

・国公私別・大学別のコストを明らかにする

・どれだけの教育コストをかけて学生に対する教育をしているのかを、学生と社会に対して情報を公表していく必要がある

『令和時代の財政の在り方に関する建議』

・今後は、教育・研究にかかる、共通・定量的な成果指標による相対評価に基づく配分の仕組みを、より実効性のあるものとす
るため、部局ごとの予算・決算や成果の公表を義務付ける

経済財政諮問会議
（2018年6月）

統合イノベーション戦略推進会議
（2019年6月）

財政制度等審議会
（2019年6月）

中央教育審議会
（2018年11月）
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対応などに関する情報開示が主となっており、財務諸表等で開示される法人単位

よりも細分化された会計情報や成果の報告を求めている。こうした指摘の一部は、

2019 年度に始まった運営費交付金の「成果を中心とする実績状況に基づく配分」

(1)の仕組みにビルトインされたが、多様なステークホルダーに対する「可視化」

や「見える化」という指摘は、法人の財務報告の目的を財政統制（国へのアカウ

ンタビリティ）より広くとらえることを求めている。なお、管理会計的な取り組

みを示唆している点については、国立大学協会が「国立大学法人におけるコスト

の見える化検討会」を発足し、「コストの見える化検討トライアル」として分析手

法試案を適用した教育コスト、研究コストなどの計算を全国立大学法人で実施す

るとともに、好事例等調査を行い、法人間での情報共有を図っている（国立大学

協会 2021）。 
 

３－２．文部科学省「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」におけ

る意見 

2020 年中に 11 回にわたり実施された「国立大学法人の戦略的経営実現に向け

た検討会議」（以下、戦略的経営検討会議とする）では、国立大学法人と国の関係

を自律的契約関係にもとづくパートナーシップとして再定義し、法人を真の「経

営体」に転換することを目指して議論が進められた。そして、「経営体」に相応し

い会計制度の在り方を検討する上で、図表 2 の内容が企業会計と異なる側面とし

て議論の俎上に上った。 

図表 2 「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」での検討対象事項 

 

出典：文部科学省（2020）より抜粋・整理 

                                                      
(1) 2021 年度については、教育、研究、経営の側面について 13 の定量的な共通指標が設定され、国立大学

法人間で相対評価を実施し、配分対象経費 1,000 億円を 80～120％の範囲で傾斜配分している。なお、経

営の側面での評価として「会計マネジメント改革状況」があり、学部・研究科別セグメント情報の開示な

どを行うことにより加点される仕組みとなっている。 

項目 目的とメリット

①損益外処理・引当外処理

施設整備費補助金等で更新時に財源措置される政府出資資産等の減価償却費は損益外減価償却費として資本剰余金から
控除する。また、賞与および退職給付について、翌期以降に運営費交付金で財源措置されることが明らかな場合には引当金
を計上しない。法人の運営責任の範囲外にある費用・損失を損益計算に含めないことにより、法人の経営努力を明示する。
（独立行政法人は、2019年度から引当外処理を廃止し、将来的な財源措置額の見返勘定を相対で計上している。）

②損益均衡会計
（資産見返負債）

運営費交付金や寄附金を財源として固定資産を取得した場合、当該財源額を資産見返負債として計上し、当該資産の減価償
却費と同額を取り崩して収益化する。費用と収益を対応させることにより、認識のタイミングのずれによる損益の発生を防ぎ、法
人の経営努力を明示する。

③負債受けの処理
（運営費交付金、寄附金等）

運営費交付金や授業料は、収入時に負債に計上し、業務の進行度に合わせて収益化される。運営費交付金の収益化基準に
は、期間進行基準、業務達成基準、費用進行基準の3つがあり、期間進行基準を原則としている。使途が指定された寄附金も
収入時には負債に計上され、使途に合わせた使用時に収益化されるため、認識のタイミングのずれによる損益を生じない。運
営費交付金等は中期目標期間中は、協議を経ずに繰越可能。寄附金は、中期目標期間をまたぐ繰越でも協議不要。
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文部科学省（2020）では、方向性として「国（納税者）に加え、産業界や寄附

者」にも理解しやすい財務諸表等を作成すること、具体的には損益外減価償却費

を含めた損益計算書や財務情報と教育・研究活動実績を一体的に説明する事業報

告書の検討を求めている。これは、山本（2021）のいう「財政統制・会計報告型」

から「一般目的財務報告型」への転換を意味している。また、予算制度改革への

検討事項として、「中長期的な計画に基づき、国立大学が自らの判断で戦略的に資

金を貯め活用できる仕組み」についての検討も促している。 
結論として、2020 年 12 月に発表された「 終とりまとめ」（国立大学法人の戦

略的経営実現に向けた検討会議 2020）では、「産業界目線からも理解しやすい財

務諸表等」と「戦略的な目的積立金等への見直し」という 2 点が指摘されており、

法人会計基準改訂に大きな影響を与えることとなった。 
 

３－３．「大学支援フォーラム PEAKS」ワーキンググループからの提言 

「大学支援フォーラム PEAKS」（以下、PEAKS とする）は、2019 年に産業界、

大学等、政府関係者の構成で創設された取り組みであり、内閣府が実質的に運営

している。 

図表 3 「大学支援フォーラム PEAKS」ワーキンググループからの提言 

出典：上山（2020）より抜粋・整理 

 PEAKS の財務・経営ワーキンググループからは、国立大学法人の予算・会計制

度に対する提言がでており、その内容は図表 3 のようになっている。予算制度に

対する内容が過半であり、自助努力により稼得した資金の無条件の繰越や施設・

設備等の整備資金を中長期的に留保できる仕組みを求めている。それに関連して、

法人会計基準に対する細かな提言もなされており、具体的には以下のようにまと

められる。 

・損益外処理や損益均衡会計を廃止し、損益計算の結果を経営努力認定には使用

しない。 
・資金収支会計を充実し、経営努力認定は資金収支にもとづいて行う。 
・このような整理により多様なステークホルダーに対してアカウンタビリティを

提言 概要

①経営努力認定の範囲の見直し
大学の自助努力分である民間研究費、自主財源、寄附金、公的研究費の間接経費は経営努力認定の枠外で安定的に資金
を留保できるようにする。

②内部留保の仕組みの創設 将来的な施設・設備整備のために必要な資金について、減価償却相当を上限として留保できる仕組みを整える。

③間接経費執行・運用の柔軟化 間接経費収入の執行について、運用ルールを柔軟化する。

④アカウンタビリティの充実・進化
ステークホルダーへの情報提供を改善・充実するため、国立大学法人会計基準を見直すとともに、財務情報・非財務情報の
両方を使って、大学の価値を示す努力が必要である。
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果たす。 

 上記の提言も、法人会計基準改訂の議論に大きな影響をおよぼしている。 
 

３－４．独立行政法人会計基準の改訂 

法人会計基準は、「企業会計原則を基礎としつつ、独立行政法人会計基準におけ

る取扱いを踏まえて検討を行い」（文部科学省 2021c）制定されている。よって、

法人会計基準は基本的に独法会計基準に準じており、国立大学法人の「大学」と

しての特徴を反映した内容となっている。そして、2018 年 9 月 3 日付の独法会計

基準改訂は、法人会計基準改訂にも少なからず影響を持つものであり、ここでそ

の概要をまとめておく。 
まず、図表 2 の中で簡単に紹介したとおり、独法会計基準では、従来「引当外」

としていたものを含めて退職給付引当金および賞与引当金に総額を繰入れるとと

もに、当該繰入額に充当される国からの未収財源を見返資産に係る収益として計

上し、損益に影響させない処理を行っている。これにより「引当外」の処理は廃

止された。 
次に、財務諸表の構成については、行政サービス実施コスト計算書が廃止され、

行政コスト計算書と純資産変動計算書が新たに加わった。従来、「損益外」として

計上されていた項目は、「損益外」という名称がなくなり（例．損益外減価償却相

当額→減価償却相当額）、行政コスト計算書では、損益計算書に計上されている費

用・損失と損益計算に含まれない（従来「損益外」と称されていた）「相当額」を

合算して、年度内のフルコストが「行政コスト」として計算される。そして、純資

産変動計算書には、資本金、資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等の年度内

の変動が細目で示される。 
 

３－５．国立大学法人会計基準に対する改訂圧力 

以上、３-１．～３-４．で紹介したような提言や要求、独法会計基準の改訂等か

らプレッシャーを受けて、法人会計基準改訂の検討が進められた。 
まず、学部・研究科等の部局別コストの内部利用・開示や教育・研究成果の共

通・客観指標による相対評価・開示は、運営費交付金の「成果を中心とする実績

状況に基づく配分」としてすでに制度化されている。よって、法人会計基準改訂

への影響は、附属明細書における部局別セグメント情報開示の義務化と事業報告

書における非財務情報の活用に関する検討にとどまる。次に戦略的経営検討会議
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と PEAKS が提言している、中長期の計画的財源確保策については、中期目標期間

を超える財源繰越であるため、財務省との協議が必要であり、法人会計基準の改

訂だけで結論を導くことはできない。よって、法人会計基準改訂における主な検

討対象は、図表 2 にある①損益外処理・引当外処理、②損益均衡会計（資産見返

負債）、③負債受けの処理という企業会計と異なる独自処理を「産業界目線」で理

解しやすいものにできるかという点になる。特に、経営努力認定に使用される当

期純損益に影響する場合に、国による財政統制と多様なステークホルダーの意思

決定有用性の両立を図ることができるのかという問題が生じる（山本 2021）。 
なお、独立行政法人は「独立行政法人の財務報告に関する基本的な指針」を 2017

年に示しており、国立大学法人等においても同様の指針を策定すべく、基準検討

会議で議論が進められた。 
 

４．国立大学法人会計基準等検討会議における議論 

４－１．国立大学法人会計基準等検討会議における検討課題 

2022 年の第四期中期目標期間開始を見据えて、基準検討会議は 2019 年 11 月か

ら法人会計基準改訂の検討に入っている。当初は 2021 年 3 月にすべての検討を終

了する予定であったが、同年 4 月以降も作業は続いた。会議の俎上に上った内容

を整理すると、図表 4 のようになる。 

図表 4 国立大学法人会計基準等検討会議における検討課題 

 
出典：国立大学法人会計基準等検討会議配布資料より整理 

 2019 年度内については、名古屋大学と岐阜大学が統合して 2020 年度に発足す

る東海国立大学機構の財務諸表作成方法や、運営費交付金の「成果を中心とする

実績状況に基づく配分」の開始にともない法人間で広まった部局別セグメント情

報の共通基準などについて、喫緊の課題として検討がなされた。2020 年度以降は、

会計基準改訂に向けたの検討（図表 4 右列）が中心となっているが、セグメント

情報の共通基準についても継続的に議論されており、また検討内容に関連して損

益計算書の様式改訂が議題となった。 

スケジュール 概要 ※会計基準改訂の検討内容

一法人複数大学における財務諸表の開示について ・損益均衡会計（資産見返負債）

国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書の改訂について ・負債受けの会計処理（収益認識時点）

セグメント情報の開示について ・損益外の会計処理

「国立大学法人等の財務報告に関する基本的な指針」の策定に向けた検討 ・引当外の会計処理（退職給付・賞与）

会計基準の改訂　※ ・科研費の収益計上

事業報告書記載事項の検討 ・財源の内部留保

決算報告書記載事項の検討 ・企業会計基準改訂等への対応

2019年度内

2020年度以降
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４－２．国立大学法人会計基準改訂の検討経過 

法人会計基準改定に向けた検討経過について、文部科学省（2021a; 2021b）等を

参考にまとめると、以下のようになる。 
まず、損益均衡会計（資産見返負債）については、運営費交付金や寄附金など

による固定資産の購入が毎年度一定規模存在するため、廃止しても構造上生じる

損益差額の影響は小さいと結論づけられた。よって、経営努力認定に使用される

当期純損益への影響も限定的として、廃止の方向で意見はまとまり、産業界にも

理解しやすい財務諸表になることが期待されている。なお、機関補助金を財源と

する固定資産の購入については、企業会計における繰延収益の処理と整合するた

め廃止せず、継続することとなった。ちなみに、第四期中期目標期間に向けて、

法人会計基準における独自の処理のうち、根本的な改訂が結論づけられたのは、

損益均衡会計（資産見返負債）のみである。 
負債受けの会計処理については、廃止すると学内プロジェクト等において単年

度使い切りの処理が行われる可能性が高く、財源の正常な繰越を促すためにも変

更しないこととなった。ただし、負債計上の際の名称（例．運営費交付金債務な

ど）の変更については、別途検討事項とされていた。 
損益外の会計処理については、損益外コストを経常費用に計上するか否かで図

表 5 のような議論があった。ここで議論の対象となっていたのは、2020 年 12 月

25 日開催の基準検討会議における非公表の机上資料であり、損益外コストを損益

計算書に含める案が 3 パターン提案されていた。その概略については、以下のよ

うなものである。 

① 経常費用に損益外コストを含めて調整前当期純損益を計算した後、損益外

コストを調整額として足し戻し、当期純損益を計算。 
② 経常費用に損益外コストを含めて経常損益まで計算した後、臨時損益の次

で損益外コストを調整額として足し戻し、当期純損益を計算。 
③ 損益外コストを経常費用には含めず、現行どおりの損益計算書で当期総損

益まで計算し、別途作成した計算書（「包括利益計算書」（仮称））において

当期総損益に損益外コストを反映させる。 

図表 5 で損益外コストの経常費用計上に賛成意見が多いことからわかるとおり、

基準検討会議における議論では上記の①や②に支持が集まっていた。つまり、損

益外コストを含めたフルコストを損益計算書で示した上で、ボトムライン前で損

益外コストを足し戻して、経営努力認定にかかる当期純損益に影響させないとい
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う案である。損益外コストについては、対応する収益が発生しないため、不可避

な損失が生じる。よって、こうした表示上の帳尻合わせといえる対応が提案された。 

図表 5 国立大学法人会計基準等検討会議における損益外コストの扱いに関する議論 

 
出典：文部科学省（2021a）より抜粋 

しかし、損益外コストに対して対応する収益を計上する方法はある。山本（2021）
は、損益外減価償却費を例に次の 3 つの方法を示している。1 つ目は、施設整備費

補助金等の資本的補助金を収益計上する方法である。米国の公的大学で使用され

ている GASB の基準では収益として認識されている。2 つ目は、更新財源が国の

責任となっている償却資産の減価償却費と同額を未収の予定更新補助金収益とし

て計上する方法である。これは、2019 年度以降の独法会計基準で退職給付引当金

と賞与引当金に対して未収財源を計上した方法と同じ考え方であり、損益は均衡

する。3 つ目は、施設整備費補助金等を繰延収益で処理し、減価償却費と同額を戻

入収益として計上する方法である。廃止が決まった資産見返負債を使用した損益

均衡会計と原理は同一である。 
しかし、上記の諸案については、基準検討会議の場で改訂案の候補にはあがら

なかった。その理由の 1 つとして考えられるのは、「産業界にも理解しやすい」と

される方向性に沿って、損益均衡会計（資産見返負債）の廃止がほぼ既定事項と

して進んでいたことがあげられる。未収補助金収益や繰延収益の案は、廃止予定

の損益均衡会計の一種として分類することができ、採用は困難だったものと思わ

れる。 
終的には、損益外コストをそのまま損益計算書に費用・損失として計上する

案（①と②）は見送られた。国の責任と法人の責任を明確に区別する意味からも

損益外コストの経常費用計上に対する賛成意見 損益外コストの経常費用計上に対する反対意見
・フルコストを踏まえた上で経常損益を表示し、国の責任部分であ
る損益外コストはその後に調整することでボトムラインを表示する方
法がＩＰＳＡＳにも準拠していて良い。

・損益外減価償却費も含めて大学は相当の赤字を抱えているのだ
ということから交渉をスタートしたいという考えに基づくのであれば、
経常利益の段階で損益外減価償却費が利益インパクトとしてマイ
ナスに出ているほうが、交渉しやすい面はあると思う。

・経常損益が赤字になるが、補助金や運営費交付金等を増やして
…中長期にわたって解消していくのか、追加の出資を受けて…債
務超過にならずに賄われる形にするのか…数字をみた後の政策
判断、経営判断の問題ではないか。

・経常損益はあくまでフルコスト情報の開示として、経営努力は（損
益外コストを調整した後の）ボトムラインで見ればよいのではない
か。

・経常損益の意味が分からなくなってしまうのではないか。経常損
益が赤字となった場合、大学のマネジメントとしていかに改善して
いくかという議論になるが、（損益外コストを含めた赤字）を大学とし
てどのように説明することになるのか。

・経営者の責任そのものである経常損益（が常に赤字になること）を
どのように説明すればよいのか。国の資金提供不足だというふうに
考えるのか、もしくは経営マネジメントの努力不足と考えるのか。



公会計研究 第 23 巻 第 1 号 

- 32 - 

損益計算書本体には手を加えず、また独法会計基準の行政コスト計算書のような

別表を作成する案（③）も退けられ、損益外項目は損益計算書の欄外注記項目と

して開示されることとなった。 
この決定について、山本（2021）を参考に制度理論的な見方をすると、以下の

ようにまとめられる。まず、戦略的経営検討会議が主張した真の「経営体」とし

てのフルコストの開示が議論の出発点であり、多様なステークホルダーへの報告

に有用であり、有力大学が自律的な財務活動への支持を得るとともに、有力大学

以外は財務的持続可能性の維持にさらなる財源が必要なことをアピールできると

期待されていた。しかし、財政統制としての損益外コストの別途開示が結論とな

り、国への報告、国と法人の責任範囲を明確化、 終損益による法人の経営努力

の評価が優先された。ただし、注記事項ながら損益計算書への表示は図られてい

る。つまり、真の「経営体」への移行という合理性や能率への実際的指向は必ず

しも保障されず、公式的構造である財政統制にとどまる「脱連結」（decoupling）が

生じたといえる。 
既述の繰り返しとなるが、基準検討会議では、非公表の机上資料として複数の

損益計算書案が俎上に上った。具体的には、経常費用に損益外項目を足し込み、

後に足し戻して純損益計算を行うパターンや、損益計算書のボトムラインの後に

損益外項目の計算を続けて「包括利益計算書」（仮称）とするものなどがあった。

概して、図表 5 にもあるとおり損益計算書における減価償却費総額の表示やフル

コストの開示を求める意見が強かったが、損益外項目を経常費用に加えた場合の

経常損失が解釈不能であることなどが指摘された。そして、引当外の会計処理も

独立行政法人の見返資産処理に合わせることなく現行のまま継続することとなり、

損益外・引当外の項目はすべて損益計算書の欄外に注記することとなった。なお、

損益外の減価償却費については、国からの施設整備費補助金等で回収されること

が想定されるため、その受入額を注記に含めることが検討された(2)。 
その他、文部科学省は科学研究費助成事業等（以下、科研費とする）の情報を

損益計算書に計上し、財務データから研究活動の規模をより正確に開示すること

を希望していたが、研究者への個人補助である科研費の受領とその使用を法人の

収益・費用として計上することは会計理論上難しく、こちらも損益計算書に欄外

注記することとなった。 

                                                      
(2) 2021 年 3 月 1 日開催の基準検討会議における非公表の机上資料では、施設整備費補助金等の資本的補

助金が「施設費受入額」として損益外コストに対応する収益として損益計算書に注記されている。注記

事項であるものの、山本（2021）が示した 1 つ目の収益計上方法に対応する形となっている。 
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４－３．国立大学法人会計基準の改訂（2022 年 1 月現在） 

上記４-２．のような基準検討会議での検討結果を受けて、2021 年 10 月に法人

会計基準の改訂内容が公表された（図表 6）。 

図表 6 2022 年 4 月適用の国立大学法人会計基準改訂内容 

 
出典：文部科学省（2021d）より抜粋・整理 

なお、施設・設備等の取替更新に必要な資金を内部留保する仕組み等について

は、財務省との協議が整い、学校法人会計基準における「特定資産」に準じた処

理が 2022 年度より始まることとなった（文部科学省 2021e）。また、国立大学法

人等債を発行した場合の償還財源も同様の処理で内部留保できることになってい

る(3)。具体的には、「減価償却引当特定資産」および「国立大学法人等債償還引当

特定資産」として、貸借対照表の投資その他の資産に計上されることになる(4)。

目的積立金とは別の制度であり、文部科学大臣の承認を必要とせず、国立大学法

人等の判断で計上することが可能となっている。その意味では、戦略的経営検討

会議が打ち出した真の「経営体」としての自律的な法人経営に対する 1 つの進展

とみることができる。 
 

５．国立大学法人会計基準改訂の影響 

５－１．損益均衡会計（資産見返負債）廃止の影響 

４-３．にあるとおり、第四期中期目標期間に向けた改訂では、損益均衡会計（資

産見返負債）が廃止されることになった。文部科学省では、すでに廃止後のシミ

ュレーションが行われ、経営努力認定にかかる当期純損益への影響を確認してい

るものと思われる。その意味では杞憂に過ぎないが、ここでは損益均衡会計（資

産見返負債）廃止の影響について、過年度の財務諸表をもとに試算し再確認する。 
なお、試算については次の方法をとった。まず、対象は資産見返運営費交付金

                                                      
(3) 「国立大学法人等債償還引当特定資産」については、2021 年度から基準が適用される。 
(4) 1 年以内に償還に充てられる「国立大学法人等債償還引当特定資産」については、「一年以内償還予定

国立大学法人等債償還引当特定資産」として流動資産に計上される。 

改訂項目 内容

①損益均衡会計 (資産見返負債) 資産見返負債の処理を廃止。ただし、機関補助金は、同会計処理を継続(勘定科目は長期繰延補助金等に変更）。

②損益外処理・引当外処理 損益計算書の欄外に「資本剰余金を減額したコスト等」として注記。

③業務実施コスト計算書
業務実施コスト計算書を廃止。損益外・引当外コストと機会費用等を「国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せら
れるコスト」の注記を損益計算書に新設。

④科学研究費助成事業等 科研費等の直接経費の受入額と支出額を損益計算書の欄外に注記。

⑤セグメント情報の詳細開示 学部・研究科ごとの費用・収益・資産の情報を財務諸表等(事業報告書を含む)で開示。

④純資産変動計算書 企業会計、独立行政法人会計に合わせて純資産変動計算書を新設。
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と資産見返寄附金とした（以下、両者をあわせて資産見返負債とする）(5)。ある年

度の資産見返負債の戻入収益(A)は、損益均衡会計の計算構造上、運営費交付金お

よび寄附金を財源に取得した償却資産にかかる減価償却費（B）と一致する。そし

て、同じ年度の資産見返負債増加額（当年度残高－前年度残高＋資産見返負債の

戻入収益）は、当該年度に収益化されず資産見返負債として計上された運営費交

付金と寄附金を示している(C)。よって、損益均衡会計（資産見返負債）を廃止す

ることにより、(A)が(C)と入れ替わり、両者の差額分（(C)-(A)）だけ損益が変動す

ることになる。ちなみに損益均衡会計廃止前は、(A)=(B)のため損益を生じない

（(A)-(B)=0）が、廃止後は(A)にかわって(C)がそのまま収益化されるため、(C)-(B）
の分だけ損益が生じる。この(C)-(A)（または(C)-(B）)の金額を、以下では「計算

構造による損益影響額」または「損益影響額」と呼ぶ(6)。 
このような試算を法人化当初の 2004 年度を除き 2005～2019 年度の過去 15 年

間にわたり検証したのが図表 7 である(7)。 

図表 7 全国立大学法人を対象に資産見返負債を廃止した場合の影響の試算 
                                                        （金額：百万円） 

 
出典：国立大学法人の決算データより筆者作成 

 運営費交付金と寄附金で取得した償却資産のみを対象にしても、資産見返負債

を廃止した場合に生じる「計算構造による損益影響額」は、-168 億円から+714 億

円の幅で確認できる。 
特に影響が大きな年度は 2013 年度であり、経常利益が損益均衡会計採用時の約

                                                      
(5) 建設仮勘定見返運営費交付金と建設仮勘定見返寄附金を含む。 
(6) 「計算構造による損益影響額」は、資産見返負債の対前年度増減額と一致する。 
(7) この試算は全国立大学法人の合計数値を使用した分析であり、個別大学により状況は異なる。 
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損益影響額の経常利益に対する割合 104.8% 82.6% 70.0% 59.7% 156.5% 24.8% 59.4% 136.1% 202.5% 87.1% 18.1% -39.1% -34.8% -29.1% 9.7%

計算構造による損益影響額 71,418 59,659 57,561 39,797 52,707 19,411 33,038 48,783 62,753 25,812 7,014 -14,722 -16,762 -11,250 3,976
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3 倍となっている。その他に 2009 年度も 2.5 倍強となっており、第一期（2004～
09 年度）および第二期（2010～15 年度）については、中期目標期間の終盤にかけ

て運営費交付金や寄附金を使用した固定資産投資が盛んに行われていた影響があ

らわれている。中期目標期間を越えた資金の留保が保証されていないため、期の

終盤にかけて駆け込みで投資を行った影響ともみられる。しかし、第三期（2016
～21 年度）については、前 2 期に比較して損益影響額の規模は小さく、また期の

当初 3 年度についてはマイナスの影響（運営費交付金と寄附金で取得した資産の

減価償却費＞運営費交付金と寄附金による償却資産購入額）に変化している点が

注目される。2016 年度を例にとると、損益均衡会計の廃止により経常利益が約 4
割減少することとなり、経営努力認定の対象利益の縮小により目的積立金の承認

を得ようとする額に影響がおよぶ可能性を示唆している。 
結局、過年度に運営費交付金や寄附金で取得した償却資産の減価償却費と同水

準の投資を続ければ、損益均衡会計採用時とほぼ同じ損益を計上できる。しかし、

投資額の増減には個々の理由があり、減価償却費を意識した投資規模に維持する

ことはできず、影響を完全に回避することは困難であろう。 
なお、2005～19 年度の経常利益の変動係数を計算してみると、損益均衡会計を

採用している場合の値は 0.351（平均値の上下 35％程度の変動）であるが、損益均

衡会計を廃止すると、0.486 程度（平均値の上下 49％程度の変動）となっており、

利益水準のボラティリティが明らかに増幅されている。会計基準改訂後に過年度

と比較した顕著な差異や不規則な変動があった場合には、その要因を財務報告の

注記等で説明することが必要となる(8)。 
第四期中期目標期間の国立大学法人は、国との自律的契約関係を構築し、真の

「経営体」として多様なステークホルダーとのエンゲージメントを通じて信頼関

係を深めることが求められている（国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討

会議 2020）。今回の試算により損益均衡会計の廃止が利益水準の大きな変動につ

ながる可能性が明らかとなったが、ステークホルダーに混乱をもたらすことなく、

意思決定有用性に資する情報を提供できるように対応を図ることが必要となる。 
 

  

                                                      
(8) 国立大学法人化以降、第一期中期目標期間に附属病院運営費交付金が配分されていた際、債務償還費

（＝附属病院運営費交付金）と減価償却費の差額による構造的な損益が生じ、病院再開発後の法人は損

益の変動を別途説明していた。 
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５－２．損益計算書の注記事項にかかる影響 

図表 6 にあるとおり、今回の会計基準改訂により廃止される業務実施コスト計

算書の主要部分（損益外処理、引当外処理、機会費用、国民負担など）は、新しい

基準のもとで損益計算書の欄外注記となり、科研費等の情報も注記に加わること

になる。結局、損益計算書の下部に大量の注記が付されるかたちとなるため、こ

のような表示方法が多様なステークホルダーにとって見やすいものになるのかが

注目される。特に、独法会計基準が採用した行政コスト計算書を作成せず、あえ

て損益計算書の注記事項としたことによる利点が見出されるべきであろう。 
 

６．考察と結論 

国立大学法人の財務諸表は産業界目線で分かりにくいものとされ、図表 2 にあ

るような独自の処理をできるだけ除くことにより、企業会計に近く理解しやすい

ものになるとして、法人会計基準改訂の議論は進んだ。戦略的経営検討会議にお

いて真の「経営体」に相応しいとされた会計制度に近づけるために数々の問題提

起が行われた反面、法人の責任にもとづく取引を損益取引として経営努力認定に

使用し、国の責任に帰する取引は資本取引として財政統制に使用するという当初

の設計が根強く残った。山本（2021）のいう「脱連結」である。結果として、大き

く変わった点は(1)損益均衡会計の廃止と(2)学校法人会計における「特定資産」制

度と同等の施設・設備更新資金の引当制度新設の 2 点であり、フルコストの表示

は掲載個所を業務実施コスト計算書から損益計算書の欄外に移すのみとなった。

その意味では、財政統制的な財務報告が実質的な主導権を譲らなかったと評価で

きる。 
ただし、このような部分的な会計基準の改訂が国立大学法人の多様なステーク

ホルダーに対して、有用な情報と誤解のない解釈をもたらすかどうかについては、

継続的な確認が必要であろう。本来、多様なステークホルダーの意思決定有用性

を単一の標準的な会計基準で担保することは困難である。そして、「産業界目線」

で「理解しやすい」という方向性で部分的な対処を妥協的に行った今回の基準改

訂は、かえってわかりにくい情報開示につながる危惧がある。例えば、５．で確

認したとおり、損益均衡会計の廃止は経営努力認定の対象となる損益水準にボラ

ティリティをもたらすこととなり、財務情報の利用者は特段の注意を払わなけれ

ばならない。また、大量の注記事項をともなう損益計算書の有用性が促進される

ような配慮も不可欠となる。そこで、各国立大学法人による財務レポートや統合
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報告書の作成と充実により、新しい会計基準にもとづく財務情報を交えたステー

クホルダーとの対話の促進が必要になると考えられる。 
なお、冒頭で述べたとおり、国立大学法人は学生納付金と附属病院収入を除け

ば過半の財源を国に依存する公的セクターの主体であり、もとより営利企業と同

じ会計を同じ解釈で導入することは不可能である。そして、図表 2 にあるような

独自の処理は、費用と収益を厳密に対応させ、法人の責任に帰する損益のみを正

確なタイミングで測定し、経営努力認定を実施するために工夫された成果として

受け止めることもできる。よって、法人会計基準を企業会計に近似させるだけで

は問題の本質的な解決とはなりえず、多様なステークホルダーに対して法人会計

基準の「独自性」に対する理解を広め、更なる活用を求める継続的な努力が必要

となる。 
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