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第1章 地方公会計制度の策定経緯と意義

平成１８年６月に成立した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

1 経緯

平成１８年６月に成立した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律」を契機に、総務省から地方公会計制度に関する指針が示され、「貸借対照表」、「行政コ

スト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算書」の財務書類の作成が求められました。

この指針で「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の２つの方式が示されたため、これま

で、本市においては、公営事業や第３セクターなど連結対象団体を含めた連結ベースでの財

務諸表４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）の作成に

おいて 「総務省方式改訂モデル を採用して作成してきましたおいて、「総務省方式改訂モデル」を採用して作成してきました。

こうした地方公会計の整備（財務書類の整備）は、全国的にも進められていましたが、２つの

方式以外にも「東京都方式」等、複数の会計基準があることで、団体間を比較することが難しい

などの課題もあったことから平成２６年度に総務省から「統一的な基準」が示され、全ての地方

公共団体は平成２９年度末までにこの基準に準拠した財務書類の作成が必要となりました。

本市は、平成２８年度決算から「統一的な基準」に基づく財務書類を作成しました。

2 意義

本市を含む、地方公共団体における予算・決算に係る会計制度（官庁会計）は、予算の適

正・確実な執行を図るという観点から、単式簿記による現金主義会計を採用しています。

一方で、財政の透明性を高め、説明責任をより適切に果たす観点から、単式簿記による現金

主義会計では把握できない情報（ストック情報（資産・負債））や見えにくいコスト情報（減価償却

費等）を住民や議会等に説明する必要性が一層高まっており、そのためには、単式簿記による

現金主義会計の補完として複式簿記による発生主義会計の導入が重要となります。

また、複式簿記による発生主義会計を導入することで、上記のとおりストック情報と現金支出を

伴わないコストも含めたフルコストでのフロー情報の把握が可能となります。伴わな トも含めた ル トで 情報 把握が可能となります。
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地方公会計の意義

総務省資料引用
図 1-1 地方公会計の意義

１．目的
①説明責任の履行

住民や議会、外部に対する財務情報のわかりやすい開示
②財政の効率化・適正化

財政運営や政策形成を行う上での基礎資料として、資産・債務管理や予算編成、政策評価等に有効に活用

２．具体的内容（財務書類の整備）

◎ 現行の予算・決算制度は、現金収

支を議会の民主的統制下に置くことで、
予算の適正・確実な執行を図るという
観点から、現金主義会計を採用

◎ 発生主義により、ストック情報・フロー情報を
総体的・一覧的に把握することにより、現金主義
会計を補完

＜財務書類＞

地方公会計 企業会計

補完
現金主義会計 発生主義会計

地方公会計
・ 貸借対照表
・ 行政コスト計算書
・ 純資産変動計算書
・ 資金収支計算書

企業会計
・ 貸借対照表
・ 損益計算書
・ 株主資本等変動計算書
・ キャッシュ・フロー計算書

３．財務書類整備の効果
①発生主義による正確な行政コストの把握

見えにくいコスト（減価償却費、退職手当引当金など各種引当金）の明示見えにくいコスト（減価償却費、退職手当引当金など各種引当金）の明示
②資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握

資産形成に関する情報（資産・負債のストック情報）の明示
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3 現金主義と発生主義

会計取引の認識基準の考え方には、「現金主義会計」と「発生主義会計」があります。民間の

企業会計は「発生主義」を採用しており、現金支出を伴わないコスト（減価償却費、退職手当引

当金等）を把握することができます。

図 1-2 現金主義会計と発生主義会計 総務省資料引用

4 単式簿記と複式簿記

複式簿記とは経済取引の記帳を二面的に行う簿記の手法で、伝票単位で複式簿記を行うこ

総務省資料引用

とで資産等のストック情報が「見える化」されます。

図 1-3 単式簿記と複式簿記
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従来の地方公会計制度の会計基準は「総務省方式改訂モデル」 「基準モデル」のほかに

第2章 統一的な基準の特徴

1 公会計基準の比較

従来の地方公会計制度の会計基準は「総務省方式改訂モデル」、「基準モデル」のほかに、

「東京都方式」等があります。

平成２９年度末までに全ての地方公共団体が統一的な基準による財務書類を作成する必要

があります。

表 2-1

統一的な基準 基準モデル
総務省方式
改訂モデル

東京都
国

（省庁別財務書類
の作成基準）

財務書類
の体系

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○純資産変動計算書
○資金収支計算書
※行政コスト計算書及び純資産変
動計算書は 別々の計算書としても

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○純資産変動計算書
○資金収支計算書

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○純資産変動計算
書
○資金収支計算書

○貸借対照表
○行政コスト
計算書
○正味財産変
動計算書
○キャッシュ・

○貸借対照表
○業務費用計算書
○資産・負債差額増
減計算書
○区分別収支計算
書動計算書は、別々の計算書としても、

結合した計算書としても差し支えな
い

○キャッシュ・
フロー計算書

書

台帳整備 ○開始貸借対照表作成時に整備
その後、継続的に更新

○開始貸借対照表作
成時に整備
その後、継続的に更
新

○段階的整備を想定
→売却可能資産、土
地を優先

○開始貸借対
照表作成時に
整備
その後、継続
的に更新

○官庁会計システム
とは連動していない
が、法令に基づき国
有財産台帳、物品管
理簿等を整備

複式簿記 ○経済取引が発生した都度又は期 ○官庁会計処理に基 決算統計データを活 ○官庁会計処 ○官庁会計ｼｽﾃﾑ複式簿記 ○経済取引が発生した都度又は期
末に一括して複式仕訳を実施

○官庁会計処理に基
づくデータにより、発
生の都度又は期末に
一括して複式仕訳を
実施

決算統計デ タを活
用し、期末に一括し
て仕訳を実施

○官庁会計処
理に連動して
発生の都度、
複式仕訳を実
施

○官庁会計ｼｽﾃﾑ
（ADAMSⅡ）に連動
して発生の都度、複
式仕訳を実施（国有
財産等については、
期末時に複式仕訳を
実施）

有形固定
資産の評
価基準

・取得原価が判明･･･取得原価
・取得原価が不明･･･再調達原価
※取得原価の判明・不明の判断に
係る特定時期を設定

○事業用資産
土地・・・固定資産税
評価額
建物等 再調達原

○公共資産・・・決算
統計データから取得
原価を推計
○売却可能資産

○取得原価 ○国有財産（公共用
財産を除く）・・・毎年
度時価を基準に改定
される国有財産台帳価基準 係る特定時期を設定

※適正な対価を支払わずに取得し
たものは再調達原価（道路等の土
地は備忘価額１円）
※売却可能資産は売却可能価額を
注記

建物等・・・再調達原
価
○インフラ資産
土地・・・取得原価
建物等・・・再調達原
価

○売却可能資産・・・
売却可能価額

される国有財産台帳
価額
○公共用財産・・・取
得原価
○物品・・・取得原価

税収の取
扱い

○純資産変動計算書に計上 ○純資産変動計算書
に計上

○純資産変動計算
書に計上

○行政コスト
計算書に計上

○資産・負債差額増
減計算書に計上
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(1) 「改訂モデル」から「統 的な基準」への主な変更点

2 統一的な基準と改訂モデルの違い

(1) 「改訂モデル」から「統一的な基準」への主な変更点

①有形固定資産の評価基準の変更

決算統計による、積み上げ方式により取得価額を算出していましたが、「統一的な基準」 では、

実際の取得価額もしくは再調達価額又は備忘価額１円で評価することになりました。

インフラ資産の底地（土地）については、昭和５９年度以前に取得したもの、昭和６０年度以降

の取得であ ても取得価額が不明な土地は備忘価額１円となりましたの取得であっても取得価額が不明な土地は備忘価額１円となりました。

②連結対象団体の追加

八潮市が加入する一部事務組合及び広域連合については、その全てを連結対象としました。

総務省方式改訂モデル時より、埼玉県市町村総合事務組合、彩の国さいたま人づくり広域連

合 埼玉県後期高齢者医療広域連合を新たに追加しました合、埼玉県後期高齢者医療広域連合を新たに追加しました。

また、八潮市が１００％出資をしている八潮市土地開発公社についても連結対象としました。

③その他

財務書類の体系（４表方式と３表方式の選択制の導入）や貸借対照表の勘定科目の見直し、

行政コスト計算書への臨時損益の区分の追加 純資産変動計算書の財源情報の簡略化 イ行政コスト計算書への臨時損益の区分の追加、純資産変動計算書の財源情報の簡略化、イ

ンフラ資産から事業用資産への流動性配列法から固定性配列法に区分変更などが行われま

した。
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改訂モデルからの変更点

項目 主な変更点

総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」引用表 2-2

項目

報告主体 ○一部事務組合及び広域連合も対象に追加

財務書類
の体系

○４表と３表の選択制に
・貸借対照表
・行政コスト計算書
・純資産変動計算書
・資金収支計算書
※行政コスト計算書及び純資産変動計算書は、別々の計算書としても、結合した計算※行政コスト計算書及び純資産変動計算書は、別々の計算書としても、結合した計算
書としても差し支えないことに

貸借対照表 ○報告式から勘定式に
○流動性配列法から固定性配列法に
○金融資産・非金融資産から固定資産・流動資産の区分に
○流動負債・非流動負債から固定負債・流動負債の区分に
○勘定科目の見直し（繰延資産の廃止、投資損失引当金の新設、インフラ資産の内訳
や公債の名称変更等）
○純資産の部の内訳について、財源・調達源泉別の資産形成充当財源・その他の純
資産の区分から 固定資産等形成分・余剰分（不足分）の区分に簡略化資産の区分から、固定資産等形成分 余剰分（不足分）の区分に簡略化
○償却資産について、その表示を直接法から間接法に（減価償却累計額の明示）

行政コスト計算書 ○経常費用・経常収益の区分に、臨時損失・臨時利益の区分を追加

純資産変動計算書 ○内訳の簡略化（固定資産台帳の財源情報が任意に）

資金収支計算書 ○業務活動収支・投資活動収支・財務活動収支に区分の名称変更
○固定資産等形成に係る国県等補助金収入を投資活動に
○支払利息の計上箇所を財務的収支から業務活動収支に

その他の様式 ○注記事項、附属明細書の充実

有形固定資産の
評価基準

○これまで原則として再調達原価で評価し、事業用資産の土地は再評価を行うこととし
ていたが、原則として取得原価で評価し、再評価は行わないことに
○基準モデル等により評価している資産については、これまでの評価額を許容するが、
新たに取得した資産については取得原価により評価

資産関係の ○事業用資産とインフラ資産の区分について再整理資産関係の
会計処理

○事業用資産とインフラ資産の区分について再整理

負債関係の
会計処理

○連結対象団体及び会計の投資及び出資金は減損方式から投資損失引当金として引
当金計上方式に
○貸倒引当金から徴収不能引当金に名称変更
○賞与等引当金として、法定福利費も含めることに

費用・収益関係 ○インフラ資産の減価償却費・直接資本減耗相当は減価償却費として行政コスト計算
書に計上することに
○使用の当月または翌月からの償却を可能に

耐用年数 ○その取扱いに合理性・客観性があるものについては、耐用年数省令よりも長い期間
の耐用年数を設定することも可能に

取替法・減損処理 ○その有用性等を検証する観点から、適用している地方公共団体が今後も取扱いを継
続することが可能に
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（2）固定資産

固定資産は、表２－３に表すような項目があり、この項目から投資・その他の資産を除いたも

のが 固定資産台帳となります （表２－３は八潮市が所有していない項目も含まれています ）

① 概要

のが、固定資産台帳となります。（表２ ３は八潮市が所有していない項目も含まれています。）

固定資産台帳とは、市が保有する財産（固定資産）をその取得から除売却処分に至るまで、

その経緯を個々の資産ごとに記録・管理するための帳簿です。また、財務書類作成の基礎とな

る重要な帳簿の役割を果たすとともに、固定資産の適切な管理及び有効活用を行うための基

礎となる台帳であり、金額情報や減価償却情報が含まれています。

表 2-3

事業用資産

土地・立木竹・建物・工作物・船舶・浮標等・航空機・

その他・建設仮勘定

売却を目的として保有している資産については、有形固定資産

ではなく、棚卸資産として計上します。

公会計・貸借対照表（B/S:Balance sheet）で固定資産を表すと

インフラ資産

土地・建物・工作物・その他・建設仮勘定

システムまたはネットワークの一部であること、性質が特殊なも

のであり代替的利用ができないこと、移動させることができない

こと、処分に関し制約を受けることといった特徴の一部またはす

べてを有するもの。例えば道路、橋、下水処理関連、水道等が

該当します。

物品 物品

有形固定
資産

固定資産

ソフトウェア・その他

投資及び出資金・投資損失引当金・長期延滞債権・長期

貸付金・基金・その他・徴収不能引当金

投資
その他の資産

無形固定資産
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固定資産は、地方公共団体の財産の極めて大きな割合を占めるため、地方公共団体の財政

状況を正しく把握するためには、正確な固定資産に係る情報が不可欠です。

統一的な基準による財務書類等の作成にあたっては、市の資産の状況を正しく把握すること

② 固定資産台帳の必要性

統 的な基準による財務書類等の作成にあたっては、市の資産の状況を正しく把握すること

や、他団体との比較可能性を確保することが重要になることから、各地方公共団体の財政状況

を表す財務書類の作成に必要な情報を備えた補助簿として固定資産台帳を整備する必要が

あります。

また、将来世代と現世代の負担公平性に関する情報や施設別・事業別等のセグメント別の財

務情報をあわせて示すこと等により、個別の行政評価や、公共施設の老朽化対策等に係る資

産管理等とい た活用につなげるためにも 固定資産台帳の整備は重要です

固定資産台帳の必要性

○ 過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える一方で 地方公共団体

産管理等といった活用につなげるためにも、固定資産台帳の整備は重要です。

総務省資料引用
図 2-1 固定資産台帳の必要性

○ 過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える 方で、地方公共団体
の財政は依然として厳しい状況にある。

○ 人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。

財務書類作成のための基礎資料としてだけでなく、公共施設等の再編・長寿命化の

観点からも、固定資産台帳の整備は必要不可欠
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従来の地方公会計制度の会計基準は「総務省方式改訂モデル」、「基準モデル」及びその他
の基準が混在していたため、団体間を比較することが困難などの課題がありました。

こうした課題を解決するため 平成２６年度に新たな会計基準である「統一的な基準」が示され

（3）比較可能性の確保

こうした課題を解決するため、平成２６年度に新たな会計基準である「統 的な基準」が示され、
平成２９年度末までにすべての地方公共団体はこの基準に準拠した財務書類を作成する必要
があります。

今後は以下のような指標にもとづき、団体間の比較を行うことで財務書類のマネジメント・ツー
ルとしての機能が従来よりも向上することが期待されます。

分析指標 内容

有形固定資産減価償却率
（資産老朽化比率）

償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を
示すもの。資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す
指標

表 2-4

（資産老朽化比率）
指標。

純資産比率
将来世代と現世代との負担割合を示す指標。純資産比率

の増加は現世代が将来世代も利用可能な資源を蓄積したこ
とを表す。

行政サービスに要したコストに対して受益者が負担する使
用料 手数料や分担金 負担金などの割合であり 受益者が

受益者負担率
用料・手数料や分担金・負担金などの割合であり、受益者が
負担しない部分については、市税や地方交付税、補助金等
により賄うことになる。
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第3章 財務書類

1 財務書類の相互関係

財務書類の種類はこれまで通り 総務省方式改訂モデルと基準モデルと同様に４つの財務

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

財務書類の種類はこれまで通り、総務省方式改訂モデルと基準モデルと同様に４つの財務

書類【財務書類の体系（４表）】で構成されます。それぞれのイメージは以下のとおりとなります。

図 3-1 財務書類の相互関係

資産 負債

経常収益

前年度末残高 業務活動収支経常費用

投資活動収支純行政コスト

資産
（内
現金
預金）

負債

臨時損失

臨時利益

純行政コスト 本年度末残高

前年度末残高

財務活動収支

固定資産等の
変動

財源

本年度末残高純資産 純行政コスト 本年度末残高本年度末残高純資産

＋本年度末歳計外現金
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2 対象会計範囲

財務書類は、一般会計と地方公営事業会計以外の特別会計からなる「一般会計等」、地方

公営事業会計を含めた「全体会計」、さらに、出資団体等を含めた「連結会計」の３種類があり

ます

連結会計

ます。

図 3-2 対象会計範囲

一般会計
国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

全体会計

一般会計等

公共下水道事業特別会計
稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計
鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業特別会計

公営企業会計等

介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

鶴ヶ曽根 二丁目土地区画整理事業特別会計
大瀬古新田土地区画整理事業特別会計
西袋上馬場土地区画整理事業特別会計
南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計
上水道事業会計

東埼玉資源環境組合 (比例連結)
埼玉県市町村総合事務組合(比例連結)
彩の国さいたま人づくり広域連合（比例連結）
埼玉県後期高齢者医療広域連合（比例連結）
草加八潮消防組合（比例連結）草加八潮消防組合（比例連結）
土地開発公社（全部連結）
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◆貸借対照表とは…

財務書類とは 【統一的な基準の財務書類】

年度末時点での資産や負債などの残高（ストック情報）を表しています。

貸借対照表の左側は、市が保有している道路、公園、市営住宅などの固定資産や、現金預金、

基金、貸付金などの「資産」を表しています。

貸借対照表の右側は市債などの｢負債｣であり、資産から負債を差し引いた｢純資産｣を表して

います。

この表は 資産をどのような財源（負債と純資産）で賄 たかを示しており 負債は将来世代のこの表は、資産をどのような財源（負債と純資産）で賄ったかを示しており、負債は将来世代の

負担を、純資産は現在までの世代の負担を表しています。

資産は市民サービスを提供するために保有しているもので、将来にわたって利用されることか

ら、市債の償還を通じて将来世代も負担するという考え方がありますので、負債と純資産とのバ

ランス（世代間の負担のバランス）なども考慮した上で財政運営を行っていくことになります。

貸借対照表は資産と負債・純資産の合計額が同じ額になることから、バランスシートともいいま

す。

◆行政コスト計算書とは…

１年間の行政運営コストのうち、福祉サービスにかかる経費など、資産形成につながらない行

政サービスに要したコストを人件費、物件費等、その他の業務費用、移転費用に区分して表示

するとともに これら 行政サ ビ に対する財源として 使用料 手数料など 経常収益を表するとともに、これらの行政サービスに対する財源として、使用料・手数料などの経常収益を表

示しています。また、災害復旧費などの臨時損失と資産売却などによる臨時利益を併せて表示

しています。

◆純資産変動計算書とは…

純資産（過去の世代や国 県が負担した将来返済しなくてよい財産）が平成２８年度中にどの純資産（過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産）が平成２８年度中にどの

ように増減したかを、財源、資産評価差額、無償所管換等、比例連結割合変更に伴う差額、そ

の他に区分して表示したものです。

◆資金収支計算書とは…

１年間の資金の増減を業務活動収支 投資活動収支 財務活動収支に区分し 金額を表示し１年間の資金の増減を業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分し、金額を表示し

たもので、どのような活動に資金が必要であったかを表しています。
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3 財務書類の内容

① 資産：学校、公園、道路など将来の世代に引継ぐ社会資本や、投資、基金など将来現金
化することが可能な財産

（1）貸借対照表

化することが可能な財産

② 負債：地方債や退職給付引当金など将来の世代の負担となるもの

③ 純資産：過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産

表 3-1
（単位：千円）

⼀般会計等 全体会計 連結会計
固定資産 84,331,577 132,538,999 138,939,176

有形固定資産 73,838,698 120,723,848 126,019,997
事業⽤資産 47,266,367 47,296,360 51,240,824
インフラ資産 26,043,383 72,821,732 72,821,732
物品 528,948 605,756 1,957,441

無形固定資産 88,778 92,543 101,342
投資その他の資産 10,404,101 11,722,608 12,817,837

流動資産 5 134 706 8 107 822 8 862 098流動資産 5,134,706 8,107,822 8,862,098
現⾦預⾦ 2,883,377 5,098,156 5,443,251
未収⾦他 2,251,329 3,009,666 3,418,847

繰延資産 0 0 0
資産合計 89,466,283 140,646,821 147,801,274

固定負債 25,834,838 61,353,964 63,289,327
地⽅債 22,421,003 49,831,353 51,229,847
退職⼿当引当⾦他 3,413,835 11,522,611 12,059,480

※表⽰単位⾦額未満を四捨五⼊して るため 合計と 致しな 場合があります

, , , , , ,
流動負債 3,316,739 6,083,925 6,246,831

１年以内償還予定地⽅債 2,740,974 5,245,082 5,346,196
賞与等引当⾦他 575,765 838,843 900,635

負債合計 29,151,577 67,437,889 69,536,158
純資産合計 60,314,706 73,208,932 78,265,116

負債及び純資産合計 89,466,283 140,646,821 147,801,274

※表⽰単位⾦額未満を四捨五⼊しているため、合計と⼀致しない場合があります。
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表 3-2

（単位：億円）
⼀般会計等 全体会計 連結会計

資産 894.7 1,406.5 1,478.0

・ 平成２８年度一般会計等では、資産は894.7億円となっています。
・ 負債は291.5億円、純資産は603.1億円です。
・ 全体会計では、資産は1,406.5億円、負債は674.4億円、純資産は732.1億円、連結会計では、資
産は1,478.0億円、負債は695.4億円、純資産は782.7億円です。
このうち 負債は将来の世代が負担していくことになるものであり 方で 純資産は過去の世代や

負債 291.5 674.4 695.4
純資産 603.1 732.1 782.7

貸借対照表でわかること（分析）

表 3-3

・ このうち、負債は将来の世代が負担していくことになるものであり、一方で、純資産は過去の世代や
国、県の負担で既に支払いが済んでいるものになります。

分析 ⼀般会計等 全体会計 連結会計
純資産⽐率 67.4% 52.1% 53.0%
流動⽐率 154.8% 133.3% 141.9%
将来世代負担⽐率 34.1% 45.6% 44.9%

【純資産比率】 = 純資産合計 ÷ 資産合計 × 100

企業会計の「自己資本比率」に相当し、資産のうち償還義務のない純資産がどれくらいの割
合かを表します。この比率が高いほど負債（将来世代の負担）の割合が少ないことになりますが、
現在世代と将来世代との負担のバランスを取ることも必要となります。

【流動比率】 ＝ 流動資産 ÷ 流動負債 × 100

１年以内に償還する市債や短期借入金（流動負債）に対して、手元の資金がどのくらいある
かを表すもので、この比率が高いほど短期的な支払能力が高いといえます。財政調整基金を
増やしたり、市債の償還額を減らすことで、この比率は上昇します。

【将来世代負担比率】 ＝ 地方債（1年以内も含む） ÷ 有形固定資産 × 100

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産又は負債による割合を見ることにより、
これまでの世代（過去及び現役世代）又は将来世代によって負担する割合を見ることができま
す。
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◆費用 ：行政サービスの提供のために費やしたもの

①人件費：職員給与、議員報酬及び退職給付費用（当該年度に退職給付引当金として新たに
繰り入れた額）など

（2）行政コスト計算書

②物件費等：備品、消耗品及び施設等の維持補修にかかる経費や減価償却費（社会資本の経
年劣化等に伴う減少額）など

③その他業務費用：支払利息、徴収不能引当金繰入額、市債償還の利子など
④移転費用：他会計への支出額、補助金等、社会保障給付、他団体への資産整備補助金など

◆収益 ：直接サービス提供により住民等がその対価として支払い、自治体が得られるもの

表 3-4表 3 4

（単位：千円）
⼀般会計等 全体会計 連結会計

経常費⽤ 40,970,554 42,789,348 49,008,087
業務費⽤ 12,612,242 16,565,965 18,848,275

⼈件費 4,838,766 5,196,416 6,019,749
物件費等 6,834,555 9,871,430 11,314,804

物件費 4,496,770 6,098,909 6,460,125

維持補修費 431,071 678,747 843,472

減価償却費 1,706,258 2,888,049 3,118,627

その他 200,456 205,725 892,580
その他の業務費⽤ 938,921 1,498,119 1,513,722

移転費⽤ 28,358,312 26,223,383 30,159,812
経常収益 1,427,113 4,791,037 5,752,114

純経常行政コスト 39,543,441 37,998,311 43,255,973
臨時損失 0 36,098 57,087
臨時利益 8 064 8 133 8 133

表 3-5
※表⽰単位⾦額未満を四捨五⼊しているため、合計と⼀致しない場合があります。

臨時利益 8,064 8,133 8,133
純⾏政コスト 39,535,377 38,026,276 43,304,927

（単位：億円）

⼀般会計等 全体会計 連結会計
経常費⽤ 409.7 427.9 490.1

・ 平成２８年度一般会計等では、経常費用が409.7億円、経常収益は14.3億円、純行政コスト（費用
から収益を差し引いたもの）は395.4億円となりました。

・ 全体会計では、経常費用が427.9億円、経常収益は47.9億円、純行政コストは380.3億円となり、連
結会計では、経常費用が490.1億円、経常収益は、57.5億円、純行政コストは433.0億円となりました。

経常収益 14.3 47.9 57.5
純⾏政コスト 395.4 380.3 433.0
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行政コスト計算書でわかること（分析）

表 3-6

分析 ⼀般会計等 全体会計 連結会計
⼈件費割合（※） 11.8% 12.1% 12.3%
物件費等割合（※） 16.7% 23.1% 23.1%
その他の業務費⽤割合（※） 2.3% 3.5% 3.1%
移転費⽤割合（※） 69.2% 61.3% 61.5%
受益者負担⽐率 3.5% 11.2% 11.7%

【受益者負担比率】 ＝ 経常収益 ÷ 経常費用 × 100

行政サービスに要したコストに対して受益者が負担する使用料・手数料や分担金・負担金な
どの割合であり、受益者が負担しない部分については、市税や地方交付税、補助金等により
賄うことになります。したがって、受益者負担比率が他の団体に比べて低い場合には、使用料・
手数料や分担金・負担金などの水準を見直すことも検討する必要があります。

※各費用÷経常費用※各費用 経常費用
経常費用=業務費用+移転費用
業務費用=人件費＋物件費等＋その他の業務費用
移転費用=補助金、特別会計への移転費用など
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◆余剰分の計算

①純行政コスト：行政コスト計算書の純行政コスト。
②財源：財源をどのような収入（税収等、国庫補助金）で調達したかを表示。

（3）純資産変動計算書

◆固定資産形成分：財源を将来世代も利用可能な固定資産、貸付金や基金等にどの程度使
ったかを表示。

①固定資産等の変動：当該年度に学校、道路などの社会資本を取得した額と過去に取得した
社会資本の経年劣化等に伴う減少額又は、基金、貸付金、出資金など
長期金融資産の当該年度における増加と減少を表示。

②資産評価差額：有価証券等の評価差額。
③無償所管換等：無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等③無償所管換等：無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等。

表 3-7
（単位：千円）

⼀般会計等 全体会計 連結会計
前年度末純資産残⾼ 59,235,991 70,867,498 75,896,356

純⾏政コスト（△） -39,535,377 -38,026,276 -43,304,928
財源 40,614,092 39,887,757 45,196,731, , , , , ,

本年度差額 1,078,715 1,861,481 1,891,803
固定資産等の変動（内部変動） 0 0 0
資産評価差額 0 0 0
無償所管換等 0 0 0
その他 0 479,953 476,957

本年度純資産変動額 1,078,715 2,341,434 2,368,760
本年度末純資産残⾼ 60,314,706 73,208,932 78,265,116

平成２８年度一般会計等では 本年度純資産変動額がプラス10 8億円となっています

表 3-8

※表⽰単位⾦額未満を四捨五⼊しているため、合計と⼀致しない場合があります。
（単位：億円）

⼀般会計等 全体会計 連結会計
本年度純資産変動額 10.8 23.4 23.7

平成２８年度一般会計等では、本年度純資産変動額がプラス10.8億円となっています。
また、全体会計ではプラス23.4億円、連結会計ではプラス23.7億円となっています。

表 3-9

分析 ⼀般会計等 全体会計 連結会計
⾏政コスト対財源⽐率 97.4% 95.3% 95.7%

【行政コスト対財源比率】 ＝ 純経常行政コスト ÷ 財源 × 100

当年度の行政コストから受益者負担分を控除した純行政コストに対してどれだけ当年度の
負担で行われたかがわかります。

17



①業務活動収支：行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの
②投資活動収支：学校、公園、道路などの資産形成や投資、基金などの収入、支出など
③財務活動収支：公債、借入金などの収入、支出など

（4）資金収支計算書

表 3-10 （単位：千円）
⼀般会計等 全体会計 連結会計

業務⽀出 38,913,438 39,185,987 44,489,787
業務費⽤⽀出 10,555,126 12,962,604 14,329,975
移転費⽤⽀出 28,358,312 26,223,383 30,159,812

業務収⼊ 41,804,652 43,759,293 49,962,878, , , , , ,
臨時⽀出 0 320 320
臨時収⼊ 0 69 69

業務活動収⽀ 2,891,214 4,573,055 5,472,840
投資活動⽀出 2,601,031 5,057,999 5,388,402
投資活動収⼊ 1,811,875 2,710,682 2,596,209

投資活動収⽀ -789,156 -2,347,317 -2,792,193
財務活動⽀出 2,850,850 5,354,221 5,914,132

※表⽰単位⾦額未満を四捨五⼊しているため、合計と⼀致しない場合があります。

財務活動収⼊ 962,600 3,091,700 3,213,079
財務活動収⽀ -1,888,250 -2,262,521 -2,701,053
本年度資⾦収⽀額 213,808 -36,783 -20,406
前年度末資⾦残⾼ 2,379,918 4,845,288 5,169,043
本年度末資⾦残⾼ 2,593,726 4,808,505 5,148,637

表 3-11 （単位：億円）
⼀般会計等 全体会計 連結会計

業務活動収⽀ 28.9 45.7 54.7 
投資活動収⽀ -7.9 -23.5 -27.9 
財務活動収⽀ -18.9 -22.6 -27.0 
本年度資⾦収⽀額 2.1 -0.4 -0.2 

・ 平成２８年度一般会計等では、業務活動収支はプラス28.9億円、投資活動収支はマイナス7.9億円、
財務活動収支はマイナス18.9億円となり、本年度資金収支額はプラス2.1億円となります。

・ 全体会計では、業務活動収支はプラス45.7億円、投資活動収支はマイナス23.5億円、財務活動収
支はマイナス22.6億円となり、本年度資金収支額はマイナス0.4億円となり、連結会計で、業務活動
収支はプラス54.7億円、投資活動収支はマイナス27.9億円、財務活動収支はマイナス27.0億円とな
り 本年度資金収支額はマイナス0 2億円となります

本年度末資⾦残⾼ 25.9 48.1 51.5 

り、本年度資金収支額はマイナス0.2億円となります。
・ この結果、本年度末資金残高は、一般会計等で25.9億円、全体会計では48.1億円、連結会計では、
51.5億円となりました。
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資金収支計算書でわかること（分析）

表 3-12

分析 ⼀般会計等 全体会計 連結会計

【歳入額対資産比率】 ＝ 資産合計 ÷ 歳入総額

歳入額対資産比率は 社会資本整備の度合いを示しており この比率が高いほどストックとし

基礎的財政収⽀（プライマリーバランス）（単位：億円） 21 22.3 26.8

歳⼊額対資産⽐率（単位：％） 2 2.8 2.6
地⽅債の償還可能年数（単位：年数） 8.7 12 10.3

歳入額対資産比率は、社会資本整備の度合いを示しており、この比率が高いほどストックとし
ての社会資本整備が進んでいると考えられます。ただし、歳入規模に比して過度の社会資本整
備を行っている場合は今後の社会資本の維持負担が大きくなり、将来の財政運営を圧迫する
おそれもありますので、必ずしも高ければ良いとは言えないことに留意する必要があります。

【地方債の償還可能年数(年)】 = 地方債残高 ÷ 業務活動収支
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貸借対照表

○固定資産

事業用資産･･････公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産（例：庁舎、
学校 民館 営住宅 福祉施設など）

用語解説

学校、公民館、公営住宅、福祉施設など）

インフラ資産･･････社会基盤となる資産（例：道路、橋、公園、上下水道施設など）

物品･･････車輛、物品、美術品

無形固定資産･･････ソフトウェア、ソフトウェア（リース）

投資及び出資金･･････有価証券、出資金、出損金

投資損失引当金･･････保有株式の実質価格が低下した場合に計上

長期延滞債権･･････滞納繰越調定収入未済分

長期貸付金･･････自治法第２４０条第１項に規定する債権である貸付金（流動資産に区分
されるもの以外）

基金･･････流動資産に区分される以外の基金（減債基金、その他の基金）

その他･･････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額
（不納欠損額）を見積も たもの（不納欠損額）を見積もったもの

○流動資産

現金預金･･････手元現金や普通預金など

未収金･･････税金や使用料などの未収金

短期貸付金･･････貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの

基金･･････財政調整基金

棚卸資産･･････売却目的保有資産（量水器等）

その他･･････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額
（不納欠損額）を見積もったもの（長期延滞債権分）

減価償却･･････資産（建物・設備。機械など）が、使用するにつれて、財としての価値を減
ずるのを費用に計上し、新しい資産と替える場合に備える、会計手続き。

○固定負債○固定負債

地方債･･････地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が１年超のもの

長期未払金･･････自治法第２１４条に規定する債務負担行為で確定債務とみなされるもの
及びその他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以外

退職手当引当金･･････原則期末自己都合要支給額

損失補償等引当金･･････履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公
共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上団体財政 化法 、将来負 率 算 含 将来負 額 計

その他･･････上記以外の固定負債

○流動負債

１年内償還予定地方債･･････地方公共団体が発行した地方債のうち、１年以内に償還予
定のもの
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未払金･･････基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額が確定し、ま
たは合理的に見積もることができるもの

未払費用･･････一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、基準日時点
において既に提供された役務に対して未だその対価の支払いを終えていないもの

前受金･･････基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対する義務の履
行を行っていないもの

前受収益･･････一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点におい
て未だ提供していない役務に対し支払いを受けたもの

賞与等引当金･･････基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び福利厚生
費

預り金･･････基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債

その他･･････上記以外の流動負債

行政コスト計算書

経常費用･･････業務費用（人件費＋物件費等＋その他の業務費用）＋移転費用（補助金、
特別会計への移転費用など）

人件費･･････職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額など

物件費等･･････職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費（資産に該当しないもの）、施設
等 維持修繕にかかる経費や資産 減価償却費など等の維持修繕にかかる経費や資産の減価償却費など

その他の業務費用･･････支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過誤納還付など

移転費用･･････住民への補助金や生活保護費などの社会保障費、特別会計への資金移
動など経常収益

使用料及び手数料･･････財・サービスの対価として使用料・手数料の形で徴収する金銭

その他･･････過料、預金利子など

臨時損失 資産除売却損臨時損失･･････資産除売却損

臨時収益･･････資産売却益、受取配当金

純資産変動計算書

前年度末純資産残高･･････前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表と一致）

純行政コスト･･･････行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスなど、資産
形成につながらない行政サービスに係る費用（行政コスト計算書の「純経常費用」と一致）

財源財源

税収等･･･････地方税、地方交付税、地方譲与税など

国庫等補助金･･･････国庫支出金及び都道府県支出金など

資産評価差額･･･････有価証券等の評価差額

無償所管換等･･･････無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など

その他･･････上記以外の純資産の変動（調査判明の資産）

資金収支計算書

基礎的財政収支･･････公債の元利償還額を除いた歳出と、公債発行収入を除いた歳入の
バランスを見るもの。これがプラスになっている場合は持続可能な財政運営であるといえる。
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