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Ⅰ．経営分析の目的 
 

１．何のために経営分析をするのか 

 

１）賃下げ、「合理化」攻撃への反撃のために 

 

①だまされないための分析 

②自分たちの要求、方針に確信を持つための分析 

 

２）提案型運動の前提としての経営分析 

 

③積極的な提案運動、「入口での闘い」のための経営分析 

④経営分析と政策提案との結合があって大きな力が発揮できる 

 

３）春闘を支える経営分析 

 

 

２．経営分析で何を明らかにするのか 

 

 先に示した経営分析の３つの目的ごとに見てみましょう。 

  

１）賃下げ、「合理化」攻撃に立ち向かうために何を明らかにするのか 
 

①「赤字」の中身を明らかにする（事業収支か、経常収支か、総収支か）。 

②「赤字」の原因を明らかにする。 

③資金の流れを明らかにする。 

④経営側の提案による経営効果を明らかにする・明らかにさせる。 

＊便宜的に「赤字」としていますが、「黒字」であっても賃下げ、「合理化」の論拠（これだけ

しか儲かっていない）になっている限り基本的に同じです。 

２）病院・法人の将来方向を切り開くために何を明らかにするのか 
 

①「赤字」の原因に対応する改善策を検討する。 

②経営状況の大局的な把握に基づいて、主に内部的な改善努力をすべきなのか、思い
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切った投資・事業展開をすべきなのか・できるのか（両者の組合せか）などの検討

を行う。 

③政府の医療政策、地域の医療事情などから病院の将来構想の検討を行う。 

 

３）賃金闘争のために何を明らかにするのか 
 

①１）、２）の分析から支払余力を大局的に把握する。 

②賃金水準を検討する（職種ごとに同種・同規模病院等との比較-基本給・年間賃金・

生涯賃金。年齢・経験年数を顧慮した上で平均賃金比較。経年比較も）。 

③人件費総額の詳細を検討する（人件費総額＝給与費総額＜賃金水準×人員数＞＋退

職給与引当金等。人員数比較は、職員 1人当り患者数、ベッド 100 床当り職員数等

を使用。経年比較も。＊給与費は抑えながら、退職給与引当を増額したために人件

費総額が膨らむ場合もあるので要注意です）。 

④人件費比率を検討する（同種・同規模病院等との比較-②、③を考慮して行う。更

に、医業収入を考慮：ベッド 100 当り入院・外来別収入、日当点比較等。要は賃金

水準が高いのか、人が多いのか、医業収入が低いのかの組合せ。それらを総合比較

する必要がある）。 

⑤②～④に基づき賃金水準の自己評価を行い、めざすべき賃金水準の概略を設定。①

との関連で到達するための戦略を立てる（何年で到達等）。 

＊賃金回答後の場合も同様ですが、特に回答の論拠を具体的に示させ、１）、２）の分析を

行う。 

 

４）賃金闘争における経営分析の位置付け 
 
 賃金闘争における経営分析の役割は、そこから要求額を算出したり、妥結額を導き出

すことではありません。「経営分析至上主義」に陥らないことが重要です。 

 運動の基本は、労働と生活の実態から要求をねりあげ、職場を基礎とし産別と地域に

結集した大衆的な運動で要求実現を迫っていくことです。 

 医療情勢の厳しさの中で運動の軸が、経営側のいう「支払い能力」に左右され揺れ動

くことのないよう、「支払い能力」の総体をきちっとつかむことが重要です。「生計費

原則」に基づく要求の実現のために、労働組合として「支払い能力」の総体をつかむと

いうことです。 

 経営分析の役割は、要求確立、要求実現の過程で出てくる「赤字攻撃」、「経営危機」

論などの様々な思想攻撃に対して、内部資金の流れの分析などを中心として適切に反撃

し、経営の収益性、安定性、「支払い能力」を総体として把握し要求実現の方向性を確

定することです。 
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Ⅱ．財務諸表の基本的な説明 
 

１．貸借対照表（BS：Balance Sheet） 

 

１）基本的な性格 
 貸借対照表は、病院のある一定の時点における財産(資産)の状態を表現した書類です。

貸借対照表の数値は、日々動いていますが、たいていの場合、３月３１日現在の財産（資

産）状況が記載されています。病院経営の安全性を表現しています。 

借方（左側）に資産を､貸方（右側）に負債・資本を記載します｡貸方は、資産の調達

方法を表しています。自己資本によるのか借入によるのか。 

借方は、資産の運用状況を表しています。流動資産としてあるのか、固定資産として

あるのかが分ります。 

事業を営むことにより貸借対照表は日々変動しますが、借方（左側）が貸方(右側)

より大きければその差額が利益として貸方(右側)に表示されます。しかし、貸借対照表

だけではこの利益がどのようにして獲得できたのかは分かりません｡それを教えてくれ

るのが損益計算書です。 

 

２．損益計算書(PL:Profit and Loss) 

  
１）基本的な性格 
ある一定期間（大概の場合、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間）の営業成

績をまとめた書類です。 

病院の１年間の事業収益等がいくらで、それに要したさまざまな費用がいくらであっ

たかが分ります。即ちどのようにして利益を生み出したのかが分かります。病院の収益

力、活動力を表現しています。 

借方（左側）に費用を､貸方（右側）に収入を記載します｡貸方（収入）が､借方(費用)

よりも多ければ、借方に利益が計上されます｡借方(費用)が、貸方（収入）よりも多け

れば､損失が貸方に計上されます｡ 

２）基本的な構造 
損益計算書は、3つの部分から成り立っています。 

 

①事業（医業）収支  医業本体の収益力を表す 
②経常収支      利息等を加味 
③総収支       特別利益・特別損失を加味 



  -  - 4  

＊この他に「キャッシュフロー計算書」、自治体病院にあっては「資本収支」（地方公営

企業法４条予算）があるが、ここでは省略。 

 

  貸借対照表（自治体立病院モデル。具体的な勘定科目は資料編を参照） 
借方               貸方 
流動資産 
 現金・預金 
 未収金 
 有価証券 
 たな卸資産 
 その他 

流動負債 
 一時借入金 
 未払い金 
 その他 
 

固定資産 
 有形固定資産 
 無形固定資産 
 投資 

固定負債 
 企業債 
 他会計借入金 
 引当金 

繰延勘定 
 
 

資  本 
 資本金 
  自己資本金 
 剰余金 
  資本剰余金 
  利益剰余金（前期未処分 

利益+当期純利益） 
＊実際良く見る貸借対照表は、上に資産を、下に負債、資本を並べて書いています。 

 
  損益計算書 
支出（借方）          収入（貸方） 
事業費用 
 人件費 
 材料費 
 経費 
 その他 

事業収益 
 医業収益 
入院収益 

  外来収益 
 介護事業収益 
その他        

 
 
 
→ 事業利益（損失） 

事業外費用 事業外収益 
 

→ 経常利益（損失） 

特別損失 特別利益 
 

→ 税引前当期純利益 
 （税引前当期純損失） 

  税引前当期純利益－税金等＝当期純利益 

当期純利益＋前期繰越利益＝当期未処分利益 

  当期未処分利益→①積立金、②来期繰越利益（株式会社では＋株主配当、役員賞与） 
＊実際良く見る損益計算書は、上に収入を、下に費用を並べて書いています。 
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Ⅲ．経営指標を使った分析 
 
 

１．分析の方法 

 

 分析方法としては、次の２つです。それぞれ実数あるいは比率（％）で比較します。   

 １）時系列分析（過去から現在までの時間的推移を跡付ける） 

 ２）比較分析 

①近隣病院、同規模類似病院、全国平均、100 床当り数値、事業収支 100 以上 100

以下別の数値、経常収支黒・赤別の数値等との比較 

  ②標準値・経営指標との比較 

 

２．分析対象資料 

 

 財務諸表と患者数など各種の統計数値を分析対象とします。 

 

①自治体病院関係 

 資料として最も活用されているのが、『企業年鑑』です。特に、その中の個表－表(2)

「損益計算書」、表(3)「貸借対照表」、表(6)「経営分析に関する調」等です。 

 この他に全国公私病院連盟が出している『病院経営実績調査報告』等があり、診療科

目別の実績比較に活用できます。 

＊『企業年鑑』は総務省のホームページで公開されています。ただし、単年度分しか

掲載されませんのでダウンロードしておく必要があります。EXCEL 形式です。アドレス

は次の通りです。 http://www.soumu.go.jp/c-zaisei/kouei/ 

  

②標準値・経営指標 
総務省が「自治体病院経営指標・比較経営診断表」を公開しています。アドレスは次

の通りです。 http://www.soumu.go.jp/c-zaisei/jititai/mokuji.html 

 全国公私病院連盟の「病院運営実態分析調査」も参考になります。2001 年度の報告

書のアドレスは次の通りです。 

 http://www005.upp.so-net.ne.jp/byo-ren/1-gaiyou.doc 

厚労省医政局指導課が、毎年「主要医療機関の状況」というものを発表しています。

日赤、厚生連など 11 の公的医療機関の経営資料が 100 床当りの金額含め掲載されてい
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ます。 

 

３．主な分析指標の説明 

 

 主な分析指標を取上げると次のようになります。あわせて簡単な説明と活用方法を記

載します。 

項  目 計     算    
式 

標  準  値  等 

Ⅰ．安全性指標 
１ 流動比率 （流動資産÷流動負債）×100 120%以上。短期の資金繰りを見る。しかし、流

動比率は回収不能な未収金が多額に含まれて
いても高まる。当座比率で補う。 

２ 当座比率 （当座資金÷流動負債）×100 100％以上あれば安心。流動比率を補完する指
標 
＊当座資金=現金・預金、その他有価証券など即日

現金化できる資産 

３ 固定比率 （固定資産÷自己資本）×100 
 
＊自己資本＝出資金＋剰余金 

固定資産がどれくらい自己資本で賄われてい
るかを見る。100%以下が望ましい。しかし、自
己資本が貧弱な医療界ではめったにない。せめ
て長期借入で補完して賄うことが望ましい。そ
れが４の固定長期適合率。 

４ 固定長期
適合率 

｛固定資産÷（自己資本＋固
定負債）｝×100 

100％以下。固定資産を流動負債で賄うような
ことがあっては、資金繰りが大変。100%を超え
ると、固定資産の一部が短期借入等の短期資金
で賄われている事を意味する。 

５ 負債比率 （負債総額÷自己資本）×100 BS 右側の資本構成を通して資金繰りの安全性
を見る。100%以下。負債の返還の保障として同
程度以上の自己資本を持っておくべきという
趣旨。 

６ 流動負債
比率 

（流動負債÷自己資本）×100 負債比率を補う指標。資金繰りは大丈夫かを見
る。 

７ 自己資本
比率 

｛自己資本÷負債及び資本合
計｝×100 

5 の指標と同趣旨。 

８ 修正自己
資本比率 

｛（自己資本＋組合員借入金
＋退職給与引当金）÷負債及
び資本合計｝×100 

「要対策 11 項目」の修正自己資本比率より修
正自己資本の範囲が広い。無利子という点に着
目。 

 
Ⅱ．収益性・成長性指標 
９ 事業収支
比率 

（事業収益÷事業費用）×100 100％以上であれば利益を出している。事業活
動本体による収益状況を見る。 

10 経常収支
比率 

（経常収益÷事業費用）×100 100％以上であれば利益を出している。事業活
動に利子負担など資金繰りの要素を加えた収
益性を見る。 
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11 医業収益分析 
事業収益
増加率 

｛（当年度事業収益－前年度
事業収益）÷前年度事業収益｝
×100  

最も一般的な成長性の指標。 
内訳として入院収益、外来収益ごとに増加率を
算出する。また、介護収益についても算出する。 

100 床 当
り事業収
益 

事業収益÷病床数×100 入院、外来別にも出す。収益状況の他病院との
比較に便利。 

入院収益
対外来収
益 

入院収益÷外来収益 収益の構成面から入院中心か外来中心かを見
る。 

1 日当外
来患者数 

外来延患者数÷外来診療日数 前年度との実数比較、伸び率比較を行う。事業
収益の増減の要因分析を行う。また、他の資料
と総合して何故外来患者数が増減したのか自
体の分析を行う。（以下同じ） 

1 日当入
院患者数 

入院延患者数÷入院診療日数  

病床利用
率 

（延入院患者数÷稼動可能延
病床数）×100 

 

外来入院
患者比率 

（年延外来患者数÷年述入院
患者数）×100 

患者数の構成面から入院中心か外来中心かを
見る。「企業年鑑」の規定 

平均通院
日数 

外来延患者数÷外来延件数
（レセプト件数） 

 

平均在院
日数 

入院延患者数÷｛（入院件数＋
退院件数）÷２｝ 

 

外来日当
円 

外来収益÷外来延患者数  

 

入院日当
円 

入院収益÷入院延患者数  

12 事業費用分析 
事業費用
増加率 

｛（当年度事業費用－前年度
事業費用）÷前年度事業費用｝
×100  

事業費用の増減状況を見る。費用の内訳比較
（伸び率、構成比率）により主要要因項目を分
析する。 
また、事業収益増加率と比較することによ
り、利益（損失）の原因が主に収益の増減にあ
るのか費用の増減にあるのかを見る。 

人件費比
率 

（人件費÷事業収益）×100 構成比率だけでなく、伸び率を出しチェックす
る。 

材料費比
率 

（材料費÷事業収益）×100  

薬品費比
率 

（薬品費÷事業収益）×100  

経費比率 （経費÷事業収益）×100  
減価償却
費比率 

（減価償却費÷事業収益）×
100 

 

 

リース料
比率 

（リース料÷事業収益）×100  
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13 事業外費用分析 
 支払利息
率 

（支払利息÷事業収益）×100  

Ⅲ．労務費関係指標 
再
掲 
人件費比
率 

（人件費÷事業収益）×100 人件費の伸び率より、事業収益の伸び率の方が
高ければ、比率は伸びない。人件費はそのまま
でも事業収益が落ち込めば、比率は高くなる。
人件費と事業収益に分解して分析することが
必要。 

14 人件費 人件費総額＝給与費総額（平
均賃金×人員数）＋退職給与
引当金等。 

＊人件費と給与費との違いについては、Ｐ43
を参照。給与費は平均賃金と職員数とに分解し
て分析することが必要。平均賃金は、月例賃金、
年間一時金、退職金に分けて分析することが理
想。月例賃金は、基本賃金、時間外賃金等に分
ける。基本賃金は、年齢、勤続年数を考慮する
必要あり。 

15 病 床 100
対職員数 

（職員数÷病床数）×100 「企業年鑑」では、年度末の数値を使用し、病
床数からは伝病の数を除いている。 

16 職員1人 1
日当り患
者数 

年延入院・外来患者数÷年延
職員数 

入院=年延入院患者数÷年延職員数。外来=年延
外来患者数÷年延職員数。「企業年鑑」の指標。 

17 職員1人 1
日当り診
療収入 

入院・外来収益÷年延職員数  

18 労働分配
率 

人件費÷付加価値 付加価値：経常利益＋人件費（労務費含む）＋
支払利息＋租税公課＋減価償却費 
＊民医連は付加価値を経常利益＋人件費＋支
払利息としている。 

Ⅳ．その他指標 
19 労働装備
率 

年度末有形固定資産÷年度末
職員数 

設備投資の度合を見る。 

20 病床装備
率 

年度末有形固定資産÷年度末
病床数 

「企業年鑑」の「1床当り償却資産」とほぼ同
じ。 

21 総資産増
加率 

｛（当年度総資産－前年度総
資産）÷前年度総資産｝×100 

設備投資の状況を見ると同時に、収益の増加率
と比較することにより投資効率を判断する。 

＊『企業年鑑』に比率 100 以上の病院という表現が使われていますが、その場合は医業（事業）
収支比率のことです。同じく黒字病院、赤字病院という区分が出てきますが、経常収支が 100
以上を黒字病院と呼びます。 

＊『企業年鑑』では、材料費=医療材料費（薬品費含む）＋給食材料費となっています。 
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４．主な分析指標の捕捉的説明 

 

 主な分析指標の説明の補足をします。３と交互に読んでください。 

 

 

１）安全性指標 
 

 短・長期の資金繰りの状況を様々な角度から明らかにする指標群です。 

流動比率は短期の資金繰り指標ですが、流動資産の中に回収不能な未収金や破棄せざ

るを得ない医薬品・医療材料などが多額含まれていては、比率が高いからといって安心

できません。特に、医療保険改悪で自己負担分が滞納になるケースが増えています。未

集金内訳や未集金比率（未集金÷医業収益）の推移などを見ながらチェックが必要です。

自治体病院の「不良債務比率」も同趣旨です。注） 

 長期の資金繰りを見る指標が、固定比率、固定長期適合率です。固定資産の取得には、

自己資本あるいは長期借入金など金利負担がないか低い資金、元金の返済が「不要」か

返済期間が長い資金が好ましいということです。また、再投資は、事業キャッシュフロ

ー（内部資金）の範囲内が好ましいというとです。ただし、長期の資金繰りの指標とは

いっても、一部であれ短期の借入金などで固定資産を取得すれば、短期の資金繰りが苦

しくなるというところに行きつきます。 

 事業キャッシュフロー計算書で大局的な資金の流れを把握すると同時に、資金繰り表

の提示を求めることも必要かもしれません。 

注）不良債務比率：不良債務÷（医業収益－受託工事収益）×100   
不良債務は、「流動負債－（流動資産－翌年度繰越財源）」で求められますが、流動資産の額を
超える流動負債の額のことです。10％を超えると、資金繰りが苦しい状態になります。 
総務省の指導も厳しく、起債申請時の条件ともなっていますので、不良債務を小さく見せか

けるために、流動負債を固定負債に付け替える操作なども見られますので要注意です。 
企業債、他会計からの長期借入金のうち固定負債とされるのは、建設改良目的以外（財政再

建債、退職手当債、赤字補填のための他会計借入均等）であり、建設改良のための企業債、他会
計からの長期借入金は、借入資本金に分類されますので、注意が必要です。 

 

 

２）収益性・成長性指標 

 

 損益計算書に記載された数値を他の統計資料も使いながら分析し、収益力や成長力を

明らかにします。 

事業収支比率は、病院の収益力の真の姿を見る重要な指標です。事業収益と事業費用

との間には、直接・間接の対応関係があります。主な増・改築、設備投資、機構改革、
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診療報酬改定等の主要事項を抜き出し、それとの関連を探るのも 1つの手法です。 

外来収入は、単価（日当円）×患者数×診療日数です。 

＊「企業年鑑」（６）「経営分析に関する調」には日当点（日当円÷10）が、投薬、注射、入

院料等細目ごとに記載されていますので、自病院の特徴、問題点をそこから把握します。 

入院収入は、日当円×病床数×病床利用率（年延べ入院患者数÷年延べ病床数）×入院

日数です。 

患者数、病床利用率の経年比較は特に重要です。増減の背景の分析を掘り下げて行いま

しょう。例えば、医師の入替え、他の医療機関の開業、休日増による診療日数の減、疾病

の発生状況などです。 
事業外費用は、主たる業務以外から生ずる費用で、支払利息などがあります。事業収

益と事業費用との間には対応関係はありません。資本の調達方法など主にＢＳと関連し

ます。利子負担が、経営の足を引っ張っている場合があります。投資の適正さは勿論、

利息、借入先など借入状況のチェックも重要です。 

 各数値の伸びは、EXCEL等でグラフ化すると分かりやすいと思います。数値に語らせる
工夫が必要です。 
 
３）労務費関係指標 

 

 反｢合理化｣闘争や賃金闘争では、支払能力の大局をつかむことと同時に人件費水準の

見極めがとても大切です。 

人件費と一口で言っても多様な側面を持っています。人件費総額は、職員給与費と退職給

与引当金等からなっています。人件費総額が伸びているようでも中身は、退職給与の引当金

の伸びであったりします。 

また、給与費は賃金水準と職員数とで決まります。給与費の伸びの原因が給与水準の上昇

によるのか、職員数の増によるのか、見極めが必要です。給与水準には平均年齢、平均勤続

年数も関係します。また、職員数の増も経営規模の拡大による場合もありますし、患者数の増

に対応する場合もあります。職員数の増が単純に労働条件の改善につながっているとはいえ

ません。当然、医療の質の問題が絡んできます。 

それと同時に人件費比率は総人件費の医業収益に対する比率です。事業収益分析との関

連が欠かせません。例えば、１人当たり人件費は高くても、職員１人当たり事業収益が高けれ

ば、充分ペイは可能です。 

経営側の一方的で一面的な主張を論破するためには、賃金水準と職員数、退職給与引

当金、労働密度等を多面的に分析することが重要です。 

 

４）その他の指標 
 自治体病院には一般会計からの繰り入れがあります。詳細は、別添資料参照。 
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Ⅳ．貸借対照表（BS）と損益計算書（PL）との関連 
 
 前章では貸借対照表と損益計算書の基本的な役割を説明しました。この章では両者の

具体的関係をパターンを使って説明します。 
 

１、ＢＳ、ＰＬの関係の具体的な説明（パターンを使い） 
 
１）資金の流れによる両者の関係 
単純なＡ①のケースで説明します。実際は自己資本だけで企業を建ち上げることはま

れですが、単純化するためにそうしています。この資金中 40 億円で土地、建物、機械

などの固定資産を取得。残り 10 億円で人を雇い、材料等を購入、経費を払い事業を運

営します（ＢＳ①）。 
 
ＢＳ①          BS②   単位：億円 

 流動資産    流動資産   
 10    12   
          
   自己資本    自己資本 
BS     →     
 固定資産 50     固定資産 50 
 40       40   
             
         利益 2 

＊利益 2億分流動資産 2億増。 
 

その結果 1 年間に 18 億円の経費を使い、20 億円の収入を得ました。2 億円が利益で

す（PL①）。その分 2億円流動資産が積み増しされました（BS②）。ここから 2億円の減

価償却を行います。すると、今期の利益は差し引きゼロとなります（ＰＬ②）。 

 
PL①            PL② 
支出    収入      支出   収入 

            
            
            

18 20 → 18 20 
         
         

利益 2    減価 2   
＊減価償却費 2億円計上→支出 20億円に。→利益ゼロ。 
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しかし、減価償却費は現金の支出を伴いませんから利益はゼロとなっていますが、流
動資産は 2億円積み増しされたままです（減価償却費は現金の支出を伴わないというこ
との意味です。ＢＳ③） 

 
BS②           BS③ 
流動資産    流動資産   

12    12   
         
  自己資本    自己資本 
    →     

固定資産 50  固定資産 50 
40    38   
         
         
  利益 2  減価 2↑ 利益→０ 

＊原価償却費 2億円を直説法で表示→利益ゼロ。 
 

ＢＳとＰＬとの関係で言えば、ＢＳの左側（借方）の資産を使い事業を営みます。その結果、ＰＬの左側

に費用が積み増しされます。しかし、その対価として収益があがります。それは、ＰＬの右側（貸方）に積

み増しされます。右側が左側より大きければ、その差額分が利益としてＰＬの左側に表示されます。 

これらの動き（経費の支出と収益の計上）に応じて現金などの流動資産が絶えず動い

ています（ＢＳ）。利益が出た場合、ＢＳの左側の流動資産が積み増しされるため左側

が大きくなり、差額が利益としてＢＳの右側に表示されます。 

20 年間の BS の決算を見てみます。BS の各項目の変化（BS④－BS①）を見てみます。

流動資産が、40億円増えています。固定資産は 40 億円減っています（減価償却の分だ

け減少した。→その間投資がなかったことを意味します）。自己資本に変化はありませ

ん（20 年間の利益の累積ゼロ）。減価償却累計が 40 億円です。 

 

BS①  単位：億円      BS④ （20年後） 
流動資産        

10        
         
  自己資本  流動資産   
    →   自己資本 
固定資産 50     50 50 

40           
            
            

 

資金の流れを追うと、この間の内部留保資金が 40 億円（＝累積利益０＋減価償却累

計額 40 億円）です。これが、固定資産の再投資にはまったく回らず（実際には途中で
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再投資が行われますが、単純化しています）、流動資産として 40億円積み増しされたと

いうことです。 

両者の関係は、Ａ～Ｃまで基本的に同じです。それぞれのパターンをなぞることによって資金の流れ

に慣れましょう。 

 
２）個別の会計処理 
 
①固定資産の取得と減価償却 

 

②退職給与の引当と退職金の支払 
 
③借入金の返済と利息の支払 
 

 

Ⅴ．累積欠損金と内部留保資金 
 
経営問題が論議になる時に必ず出てくるのが、累積欠損金です。組合員の中にも「赤

字」なら仕方ないと単純に受け止める傾向もあります。累積欠損資金とは何か、どう見

たらよいのかが１つのカギを握っています。次にこれについてパターンも参考にしなが

ら見てみます。また、累積欠損金の実態は減価償却費や退職給与引当金等の内部留保資金

である場合が大半です。それらの関係を見ていきます。 
 
 
１）累積欠損金の基本的な見方 
 

①累積欠損金（＝赤字）＝借金ではない 

 

②累積欠損金の正体は、減価償却費、退職給与引当金の場合が大半 

 

③累積欠損金は無視して良いか－減価償却費などをどう見るか 

 

④累積欠損金と債務超過 

「債務超過」を資産が負債・資本合計を下回ることと受取っている人がいますが、そ

れは誤りです。債務超過とは、負債が資産を上回る状態のことです。 
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２）累積欠損金と内部留保金との関係 
 

①内部留保（法人内に蓄えられた利益） 

 一般的に内部留保とは、企業が今までにため込んだ利益のストックのことです。  

 内部留保の具体的な項目としては、法定準備金（利益準備金、資本積立金）と剰余金

（特別積立金等、当期未処分利益）がまず挙げられます。 

医療法人の場合には当期未処分利益（P8）は、各種積立金や来期繰越利益として内部

に留保され、外部に流出することはありません（医療法人の場合、株式会社とは違い株

主配当、役員賞与に回すことは禁止されています）。従って、毎期利益が出ればその分

が内部留保として上積みされていくことになります。 

 ＢＳの貸方（右側）は、「負債の部」（他人資本）と「資本の部」（自己資本）とから

なっていますが、「資本の部」の合計金額から「資本金」を引いたものが自己資本の増

加部分、即ち内部留保の残高です。 

 しかし、内部留保は「資本の部」だけにあるのではありません。実は、「負債の部」

に負債性引当金（いずれ支払わなければならないという意味）として巧みに隠されてい

ます。それが退職給与引当金です。倒産、解散時にしか必要ないような額が積立てられ

ている場合が大半であり、内部留保金といえます（厳密には、退職金の支払いに必要な

額を超える部分）。 

 この他にＢＳの借方（左側）の「資産の部」の流動資産と投資等の中に△印しがつけ

られ、資産金額のマイナスの役割をはたしている貸倒引当金も内部留保といえます（こ

こでは無視して考えます）。 

 

②留保資金（運用資金）と累積欠損金 

内部留保に減価償却累計を足したものが、留保資金です。利益も含めた内部で無利子

で運用できる資金のことです。 

 

留保資金＝減価償却費＋退職給与引当金＋利益  

 

 内部留保資金は、現金預金として溜め込まれていることはまれで、無利子の優良資金

として新たな投資や借入金（有利子負債）の返済にあてられることが普通です。 

  

 本来必要なことはやみくもに特定の引当率に固執することではなく、将来的な退職金

支給、設備投資などを十分検討し全体の資金需要を予測し、それをどう確保していくの

かという総合的な計画です。 

退職給与引当の適正（必要）水準への是正と同時に労働組合として、資金繰り計画な

どもチェックしながら退職金の適切な保全措置を取らせることもあわせて必要です
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（「賃金の支払の確保等に関する法律」に努力目標ですが規定してあります）。 
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高知県医療労働組合連合会高知県医療労働組合連合会高知県医療労働組合連合会高知県医療労働組合連合会    
〒780‐8061 高知市朝倉甲 488-8 藤原コーポ１Ｆ 

高知県医労連内 
TEL(088)-849-4893  FAX850-7798 

Ｅ‐mail irorentg@ps.inforyoma.or.jp  
URL http://www2.inforyoma.or.jp/~irorentg/ 

 

減価償却費の意義 
 
１、正確な経営把握・公平な財務運営の必要性から 
 ①単年度で費用計上すると、収支に大きな変動が生じ、経営状況を正確に把握でき

ない。 
 ②固定資産は、何年にも渡って使いものであり、その間便益を受けつづける。その

期間に費用を公平に振り分ける。 
 
２、再生産費用の確保のために 
 ①自己資本で事業を始めた場合（固定資産を取得した場合） ⇒ 耐用年数期間に減価

償却費分を現金預金に積立、再投資に備える 
 ②借入金で事業を始めた場合（固定資産を取得した場合） ⇒ 耐用年数期間に減価償

却費分で借入金の返済を行い、再投資（再借り入れ）に備える 


