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はじめに 

 

自治体の会計方式は、単年度ごとの「現金」という一つの科目の収支のみを記録してい

ます。従来の会計方式である単式簿記・現金主義による予算・決算では、毎年度の現金収

支の均衡を捉える仕組みとなっており、現金の動きが分かりやすい反面、これまで形成し

てきた建物等の資産、地方債等の負債の状況などのいわゆる「ストック情報」や行政サー

ビスを提供するために発生した「コスト情報」が不足していました。 

こういった問題に対応するため、総務省より公表された「新地方公会計制度実務研究会

報告書」に基づき、本町の行政活動の結果として形成された資産（道路や学校などの施設

や土地など）や負債（町がこれから返済する借金など）の会計年度末時点での状況を捉え

た「普通会計財務書類４表（総務省改訂モデル）」を作成することでより分かりやすい財

政状況の公表に努めてまいります。 

 今後とも、これら財務書類を積極的に公表し町民の皆様に本町の財務状況を詳細に知っ

ていただくとともに、資産・債務管理や予算執行管理などにも広く活用し長期的な視野に

立った健全な行財政運営に努めてまいります。 

 

 

 

普通会計財務書類について 

１ 作成の基準 

本町では、総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書」における「総務省方式改訂

モデルに基づく財務書類作成要領」に基づく方式により財務書類を作成しています。 

 

２ 共通事項 

（１）対象会計 

  本町の一般会計を対象としています。 

（２）基礎データ 

  原則として昭和４４年度以降の総務省決算統計データを用いて作成しています。 

（３）売却可能資産 

  庁内の公共資産活用検討委員会で売却予定とされた公共資産を計上しています。 

 

３ 貸借対照表 

（１）貸借対照表（ＢＳ）とは 

   貸借対照表とは、本町の資産状況を明らかにするとともに、その資産をどのような負

担によって形成してきたかを示すものです。過去の世代が形成してきた資産と将来世代

が負担する負債の状況を把握することができるもので、一般に「バランスシート」と呼

ばれています。 

 



 

（２）概要 

 
 

普通会計貸借対照表 
（平成 27年 3月 31日現在） 

                                                               （単位：千円） 

借  方 貸  方 

〔資産の部〕 

１ 公共資産 

（１）有形固定資産  

（２）売却可能資産      

公共資産合計 

 

 

 

31,066,286 

    96,693 

 

 

 

 

 

31,162,979 

〔負債の部〕 

１ 固定負債 

（１）地方債  

（２）長期未払金 

（３）退職手当引当金 

（４）損失補償等引当金 

固定負債合計 

 

 

5,456,409 

0 

1,379,053 

0 

 

 

 

 

 

 

 

6,835,462 ２ 投資等 

（１）投資及び出資金 

   ①投資及び出資金 

   ②投資損失引当金 

（２）貸付金 

（３）基金等  

（４）長期延滞債権 

（５）回収不能見込額  

投資等合計 

 

 

 

163,137 

0 

832,691 

4,201,966 

3,111 

△49 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,200,856 

１ 流動負債 

（１）翌年度償還予定地方債  

（２）短期借入金 

（３）未払金 

（４）翌年度支払予定退職手当 

（５）賞与等引当金 

流動負債合計 

 

746,830 

0 

0 

1,214 

51,250 

 

 

 

 

 

 

799,294 

３ 流動資産 

（１）現金預金 

   ①財政調整・減債基金 

   ②歳計現金 

（２）未収金 

流動資産合計 

 

 

1,780,111 

177,117 

1,461 

 

 

 

 

 

1,958,689 

負債合計  7,634,756 

〔純資産の部〕 

１ 公共資産等整備国県補助金等 

２ 公共資産等整備一般財源等 

３ その他一般財源等 

４ 資産評価差額 

  

7,404,446 

24,876,522 

△1,669,036 

75,836 

純資産合計  30,687,768 

資産合計  38,322,524 負債・純資産合計  38,322,524 

 

 

 

 

 



 

４ 行政コスト計算書 

（１）行政コスト計算書（ＰＬ）とは 

行政コスト計算書とは、年間の行政活動のうち福祉サービスやごみ収集、消防活動な

ど、資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費とその財源とを対比させ、純経常

行政コストを表したものです。 

 

（２）概要 
 

普通会計行政コスト計算書 
（自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日） 

                                               （単位：千円、％） 

区分 金額 構成比 

経
常
行
政
コ
ス
ト 

人にかかるコスト 904,264 15.8% 

 人件費 821,776 14.3% 

退職手当引当金繰入等 31,238 0.5% 

賞与引当金繰入額 51,250 0.9% 

物にかかるコスト 2,638,141 46.0% 

 物件費 1,092,236 19.0% 

維持補修費 152,893 2.7% 

減価償却費 1,393,012 24.3% 

移転支出的なコスト 2,141,807 37.3% 

 社会保障給付 620,090 10.8% 

補助金等 615,478 10.7% 

他会計等の支出額 522,524 9.1% 

他団体への公共資産整備補助金等 383,715 6.7% 

その他の行政コスト 51,495 1.1% 

 支払利息 63,678 1.1% 

回収不能見込計上額 △12,183 △0.2% 

その他行政コスト 0 0.0% 

経常行政コスト 合計 5,735,707 100.0% 

経
常
収
益 

使用料・手数料 203,083 － 

分担金･負担金･寄附金 133,171 － 

経常収益 合計 336,254 － 

（差引）純経常行政コスト 5,399,453 － 

                                       （端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。） 

 

 

 

 

 



 

（２）目的別経常行政コスト 

                                               （単位：千円、％） 

目的別 金額 構成比 

生活インフラ・国土保全 884,291 15.4% 

教育 832,391 14.5% 

福祉 1,381,190 24.1% 

環境衛生 492,491 8.6% 

産業振興 955,092 16.7% 

消防 216,518 3.8% 

総務 845,275 14.7% 

議会 76,964 1.3% 

支払利息 63,678 1.1% 

回収不能見込計上額 △12,183 △0.2% 

その他 0 0.0% 

合計 5,735,707 100.0% 

        （端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。） 

５ 純資産変動計算書 

（１）純資産変動計算書（ＮＷＭ）とは 

   純資産変動計算書とは、貸借対照表上に記載されている「純資産」について、期首・

期末の状況を表すものです。「純資産」を構成する国県補助金や税収をはじめとする一

般財源の年間における動向、資産形成、除売却、地方債償還などによる財源の異動状況

なども表しています。 

 

（２）概要 
 

普通会計純資産変動計算書 
（自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日） 

                                                             （単位：千円） 

目的別 純資産合計 
公共資産等整備 
国県補助金等 

公共資産等整備 
一般財源等 

その他 
一般財源等 

資産評価差額 

期首純資産残高 30,461,240 7,470,217 24,834,969 △1,918,431 74,485 

純計上行政コスト △5,399,453   △5,399,453  

一般財源 4,676,428   4,676,428  

補助金等受入 919,764 298,075  621,689  

臨時損益 26,546   26,946  

科目振替 0 △363,871 113,407 250,464  

資産評価替えによる変動額 1,351    1,351 

無償受贈資産受入 0    0 

その他 1,492 25 △71,854 73,321  

期末純資産残高 30,687,768 7,404,446 24,876,522 △1,669,036 75,836 

《参考》一般財源等（その他一般財源等欄の一般財源及び補助金等受入）＝5,298,117 



 

６ 資金収支計算書 

（１）資金収支計算書（ＣＦ）とは 

   資金収支計算書とは、歳出の性質によって「経常的支出」「公共資産整備支出」「投

資・財務的支出」に区分し、全ての行政活動にかかる資金(歳計現金）の出入り情報につ

いて、それぞれの区分ごとに収支状況を表したものです。 

 

（２）概要 

普通会計資金収支計算書 

（自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日） 

                                                         （単位：千円） 

経常的収支の部 金額  投資・財務的収支の部 金額 

人件費 981,209  貸付金 81,500 

物件費 1,092,236  基金積立額 95,730 

社会保障給付 620,090  地方債償還額 894,043 

補助金等 615,478  その他支出 140,613 

その他支出 573,639  支出合計 1,211,886 

支出合計 3,882,652    貸付金回収額 101,747 

地方税 938,534  基金取崩額 0 

地方交付税 3,340,499  公共資産等売却収入 27,400 

国県補助金等 587,010  その他収入 70,230 

地方債発行額 332,876  収入合計（c） 199,377 

基金取崩額 19,914  投資・財務的収支額（C） △1,012,509 

その他収入 608,113   

収入合計（a） 5,826,946  

経常的収支額（A） 1,944,294  

 

公共資産整備収支の

部 

金額   金額 

公共資産整備支出 1,866,422  当該年度歳計現金増減額

（A）+（B）+（C） 
42,703 

その他支出 25,297  

支出合計 1,891,719  期首歳計現金残高（d） 134,414 

国県補助金等 332,754  期末歳計現金残高 177,117 

  地方債発行額 374,024  
 

 基金取崩額 226,932  

その他収入 

 

 

68,927  《参考》 

収入合計（b） 1,002,637  歳入合計 

（a）+（b）+（c）+（d） 
7,163,374 

公共資産整備収支額（B） △ 889,082  

《参考》経常的収支額（地方債発行額及び基金取崩額を除く。）＝1,591,504 

 

 



 

７ 各財務諸表を活用した分析 

（１）社会資本形成の世代間負担比率【貸借対照表より】 

    ①過去及び現世代負担比率 

 資産のうち純資産による形成割合であり、これまでの世代によって形成された社

会資本の割合を示しています。 

純資産合計     公共資産合計 

30,687,768千円 ÷ 31,162,979千円 ＝ 98.5％  （対前年＋0.5％） 

          ※普通会計における平均的な値は５０％～９０％の間とされています。 

 

②将来世代負債比率 

        資産合計のうち地方債による形成割合であり、将来の世代が負担しなければなら

ない社会資本の割合を示しています。 

地方債合計      公共資産合計 

5,456,409千円 ÷ 31,162,979千円 ＝ 17.5％  （対前年－0.9％） 

      ※普通会計における平均的な値は１５％～４０％の間とされています。ただし、過疎化が進んでいる

団体などでは、値が高い比率となる傾向にあります。 

 

（２）歳入額対資産比率【貸借対照表・資金収支計算書より】 

        資産合計が歳入合計の何年分に相当するかを示しています。この比率が高いほど、

すでに社会資本の整備ができていると考えられます。 

資産合計        歳入合計 

38,322,524千円 ÷ 7,163,374千円 ＝ 5.3年  （対前年＋0.4年） 

      ※普通会計における平均的な値は３．０年～７．０年の間とされています。 

 

（３）受益者負担比率【行政コスト計算書より】 

        経常収益の純経常行政コストに対する割合で、資産形成以外の行政サービスの支

出が受益者負担でどれだけまかなわれているかを示しています。 

経常収益      純経常行政コスト 

336,254千円 ÷ 5,399,453千円 ＝ 6.2％  （対前年＋1.3％） 

      ※普通会計における平均的な値は２％～８％の間とされています。 

 

（４）行政コスト対公共資産比率【行政コスト計算書・貸借対照表より】 

        資産を活用するためにどれだけのコストがかけられているか、資産が効率的に活

用されているかを示しています。 

純経常行政コスト    公共資産合計 

5,399,453千円 ÷ 31,162,979千円 ＝ 17.3％  （対前年－1.2％） 

      ※普通会計における平均的な値は１０％～３０％の間とされています。 

 

（５）行政コスト対税収等比率【行政コスト計算書・純資産変動計算書より】 

        資産を活用するためにどれだけのコストがかけられているか、資産が効率的に活



 

用されているかを示しています。 

純経常行政コスト   一般財源等 

5,339,453千円 ÷ 5,298,117千円 ＝ 100.8％  （対前年－2.6％） 

      ※普通会計における平均的な値は９０％～１１０％の間とされています。 

 

（６）地方債償還可能年数【貸借対照表・資金収支計算書より】 

        自治体の抱えている地方債を経常的に確保できる資金で返済した場合に何年で返

済できるかを示しています。 

地方債合計       経常的収支額（地方債発行額及び基金取崩額を除く。） 

5,456,409千円 ÷ 1,591,504千円 ＝ 3.4年  （対前年＋0.0年） 

      ※普通会計における平均的な値は３年～９年の間とされています。 

 

（７）住民一人あたりの財務書類【貸借対照表・行政コスト計算書より】 

        財務書類の数値を住民一人あたりの金額にすることにより、他団体との比較がし

やすくなります。 

① 住民一人あたりの資産額 

資産合計          人口（平成 27年 5月末） 

38,322,524千円 ÷ 6,332人 ＝ 6,052千円  （対前年＋66千円） 

      ※普通会計における平均的な値は町村で１，０００千円～５，０００千円の間とされています。 

 

② 住民一人あたりの負債額 

負債合計         人口（平成 27年 5月末） 

7,634,756千円 ÷ 6,332人 ＝ 1,206千円  （対前年－26千円） 

      ※普通会計における平均的な値は町村で３００千円～２，０００千円の間とされています。ただし、

過疎化が進んでいる団体などでは、高額となる傾向にあります。 

 

③ 住民一人あたりの経常行政コスト 

純経常行政コスト合計  人口（平成 27年 5月末） 

5,399,453千円 ÷  6,332人 ＝ 853千円  （対前年－42千円） 

      ※普通会計における平均的な値は町村で２００千円～９００千円の間とされています。 

 

８ 各財務諸表の項目について 

（１）貸借対照表の項目説明 

    ①借方 

資産 町財産として蓄積された行政サービスを提供するための資

源（社会資本など） 

有形固定資産 土地、建物、備品など 

売却可能資産 普通財産のうち利用計画が未定であり処分可能とされた

土地、建物 



 

投資等 財団法人などに対する出捐金、町の直接の貸付金、基金で

保有している現金など（流動性が高い基金は流動資産に区

分） 

投資損失引当金 出資先団体の資産や負債の状況から算定した発生可能性の

ある損失見込み額 

【算出方法】実際の出資金額と、出資先団体の純資産額における出資

比率相当額を比較し、30％以上下回る場合に当該差額を計上 

長期延滞債権 町税や貸付金、使用料などの収入未済額のうち、１年以上

経過したもの 

回収不能見込額 長期延滞債権や未収金のうち、過去の不納欠損実績から算

定した回収不能見込み額 

【算出方法】長期延滞債権や未収金などの収入未済額に、それぞれの

過去５ヵ年不納欠損実績率を乗じて算定 

流動資産 財政調整基金や現金、収入未済の町税など 

未収金 町税や貸付金、使用料などの収入未済額のうち、１年以内

に生じたもの 

 

   ②貸方 

負債 資産の部の財産の取得財源のうち将来に支払や返済の必要

があるもの 

固定負債 作成基準日の翌日から１年超の日に支払期限が到来する

もの 

地方債 基準日での地方債残高から翌年度予定の元金償還額を控除

したもの 

長期未払金 債務負担行為のうち債務は残っているが既に物件の引き渡

しを受けた有形固定資産に係るもの（その他の債務負担行

為設定額については欄外注記） 

退職給与引当金 業務従事全職員が年度末に普通退職した場合の退職金総額 

流動負債 作成基準日の翌日から１年以内の日に支払期限が到来する

もの 

翌年度償還予定地

方債 

１年以内に償還期限が到来する地方債の元金償還額 

短期借入金 

(翌年度繰上充用金) 

歳入が歳出に不足する場合、翌年度歳入を繰り上げてその

年度の歳入に充てた金額 

賞与引当金 将来生ずる期末勤勉手当見込み額の一部（翌年６月支給分

の支給対象期間である12月から翌年５月までのうち、翌年

３月までの分） 

純資産 資産の取得に充てられた財源のうち負債を差し引いたもの

（国・県支出金、一般財源等） 



 

公共資産等整備 

国県補助金等 

町が行う建設事業や資産形成のための貸付などに充てられ

た国・県支出金 

公共資産等整備 

一般財源等 

公共資産や投資等を構成する財源のうち、国・県支出金や

地方債など以外のもの 

資産評価差額 公共資産について、有形固定資産から売却可能資産に計上

替え（時価評価）した場合の変動額など 

 

（２）行政コスト計算書の項目説明 

    ①経常行政コスト 

○人にかかるコスト 人件費、退職給与引当金繰入等、賞与引当金繰入額 

 退職手当引当金繰入

等 

当該年度に引当金として新たに繰り入れた額など 

 賞与引当金繰入額 翌年度支払い予定の賞与のうちの当該年度負担相

当額 

○物にかかるコスト 物件費、維持補修費、減価償却費 

 減価償却費 有形固定資産の経年劣化等に伴う資産価値減少相当

額 

○移転支出的なコスト 社会保障給付、補助費等、他会計等への支出額、他

団体への公共資産整備補助金等 

 社会保障給付 子ども手当、医療費助成、生活保護費などに要する

経費 

 他団体への公共資産

整備補助金等 

貸借対照表の欄外に注記した「他団体及び民間への

支出金により形成された資産」の当該年度分支出額 

○その他のコスト 支払利息、回収不能見込計上額、その他行政コスト 

 回収不能見込計上額 時効等により徴収不能となった町税や使用料・手数

料などの金額 

 

    ②経常収益 

使用料・手数料 施設利用や住民票等発行など役務提供に対する料金

で、貸借対照表で経理されない使用料・手数料の現

年調定額 

分担金・負担金・寄附金 貸借対照表で経理されない「分担金」「負担金」「寄

附金」の現年調定額 

 

    ③純経常行政コスト 

経常行政コストから経常収益を差し引いた金額で、税収などの一般財源で賄う 

べきコストを示します。 

 

 



 

（３）純資産変動計算書の項目説明 

その他行政コスト

充当財源 

地方道路譲与税などの地方譲与税、軽油引取税交付金、地

方特例交付金など 

臨時損益 経常的でない特別な事由に基づく損益 

科目振替 純資産科目相互の資金変動を明らかにするもの 

資産評価替えによ

る変動額 

公共資産について、有形固定資産から売却可能資産に計上

替え（時価評価）した場合の変動額など 

無償受贈資産受入 寄附等により無償で資産を受贈した場合に計上した評価額 

 

（４）資金収支計算書の項目説明 

経常的収支 人件費、物件費、扶助費（社会保障給付）など、日常の行

政活動にかかる収支 

公共資産整備収支 道路や学校、公園の建設など、公共資産の整備にかかる収

支 

投資・財務的収支 地方債元金償還や貸付金、出資金、公営企業への公債費財

源繰出しなどにかかる収支 

地方債発行額 ［経常的収支に計上されるもの］ 

臨時財政対策債など 

［公共資産整備収支に計上されるもの］ 

  普通建設事業の財源となる地方債 

 

９ 普通会計財務書類４表（詳細版）について 

 

    別添のとおり 

 

10 普通会計貸借対照表２期比較について 

 

    別添のとおり 

 


