
４つの財務書類から見た大刀洗町の財政（平成22年度決算） 
 

１ 新地方公会計制度とは 

これまでの地方公共団体の会計制度は、その年にどのような収入があり、それをどのように使ったかとい

った現金の動きが分かりやすい反面、町が整備してきた資産や借入金などの負債、行政サービス提供の

ために発生したコスト等の情報が不足しているといった弱点がありました。そこで、地方公共団体の資産・

負債・行政コスト等をより詳しく把握し、適正に管理していくことを目的として、企業会計的手法を取り入れ

た「新地方公会計制度」に基づく財務４表を作成しました。これらの表は、｢新地方公会計制度実務研究会

報告書｣に示された作成方法「総務省方式改定モデル」により、昭和44年度以降の「地方財政状況調査

表」(決算統計)のデータをもとに普通会計を対象として作成しています。 

 

（１）財務書類４表とは 

 

・貸借対照表 

年度末時点において町の資産がどれだけあり、その資産をどのような財源（負債・純資産）でまかなっ

てきたかを示したものです。 

 

・行政コスト計算書 

企業会計における損益計算書にあたるものですが、自治体は利益を追求することが本来の目的では

ないため、資産形成に結びつかない経常的な行政サービスに伴うコスト計算に重点を置いています。 

 

・純資産変動計算書 

町の純資産(資産から負債を引いた残りで、将来の世代が負担する分)が年度中にどのような財源や

要因で増減したかを示したものです。 

 

・資金収支計算書 

現金の流れを示すもので、その収支を性質に応じて分けて表示することで、町がどのような活動に資

金を必要としているかを示しています。 

 

 

（２）財務書類４表の相関関係 

 
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 
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① 貸借対照表の資産のうち「歳計現金」は、資金収支計算書の「期末残高」と対応します。 

② 貸借対照表の「純資産」は、純資産変動計算書の「期末純資産残高」と対応します。 

③ 行政コスト計算書の「純経常行政コスト」は、純資産変動計算書の財源使途のうち「純経常行政コス

ト」と対応します。 

 

 

２ 普通会計財務書類４表の概要 

 

※「普通会計」とは 

 地方公共団体の会計は、一般会計と、特定の場合に設置される特別会計に区分されます。 

 それぞれの団体ごとに各会計区分の範囲が異なっているため、各団体間との比較ができるよう、統一的

な基準により一般会計と一部の特別会計を合計した統計上の会計を普通会計としています。 

（大刀洗町における普通会計：一般会計、土地取得特別会計） 

 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

借方 貸方 

資産の部 

（町がこれまで積み上げてきた財産） 

負債の部 

（将来の世代が負担する金額） 

公共資産(土地、建物、道路等) 19,833,405 固定負債 5,536,218

有形固定資産 19,813,749 地方債 4,477,575

無形固定資産 0 長期未払金 6,288

 

売却可能資産 19,656 退職手当引当金 1,052,355

投資等 2,414,690 損失補償等引当金 0

投資及び出資金 1,319,077 流動負債 614,238

貸付金 104,236 翌年度償還予定地方債 564,410

特定目的、定額運用基金等 951,364 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

長期延滞債権 82,322 未払金 6,289

 

回収不能見込額 △42,309 賞与引当金 43,539

流動資産 2,460,733

財政調整基金 1,537,544

負債合計 6,150,456

減債基金 560,483

歳計現金 333,440

純資産の部 

（現在までの世代が負担した金額） 

未収金 30,437

 

回収不能見込額 △1,171

純資産合計 18,558,372

資産合計 24,708,828 負債・純資産合計 24,708,828

 



・有形固定資産の目的別内訳 
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① 資産の部 

公共サービス提供のために形成してきた「資産」の総額は、247億883万円となっています。このうち、

「公共資産」が198億3,341万円（資産総額の80.3%）となっており、目的別では、道路や公園、住宅等の「生

活インフラ・国土保全」が88億6,557万円（公共資産総額の44.7%）、学校や公民館、体育施設等の「教育」

が89億5,779万円（公共資産総額の45.2%）で、この2つで「公共資産」の大半を占めています。 

 

② 負債の部 

資産形成等に充てた財源のうち、将来に返済や支払いの義務がある「負債」の総額は、61億5,046万円

（資産総額の24.9%）となっています。その多くが、1年以上先に返済や支払いの義務がある「固定負債」

（55億3,622万円、資産総額の22.4%）となっています。 

 

③ 純資産の部 

資産形成等に充てた財源のうち、すでに支払いが済んでいる「純資産」の総額は、185億5,837万円（資

産総額の75.1%）となっています。 

 

 

町民一人あたり貸借対照表 （平成 23 年 3 月末現在人口 15,465 人で算定） 

(単位：千円、％) 

公共資産 

(土地、建物、道路等) 

128 万 3 80.3 固定負債 

（地方債、退職手当引当金等） 

35 万 8 22.4

投資等 

(出資金、特定目的基金等) 

15 万 6 9.8 流動負債 

（翌年度償還予定地方債等） 

4 万 0 2.5

流動資産 15 万 9 10.0

財政調整基金 9 万 9 6.2

負債合計 39 万 8 24.9

歳計現金 2 万 2 1.3

 

その他(減債基金・未収金等) 3 万 8 2.5

純資産合計 120 万0 75.1

資産合計 159 万 8 100.0 負債・純資産合計 159 万8 100.0

生活インフラ・国土保全（道路、公園等） 8,865,570

教育（学校、公民館、体育施設等） 8,957,789

福祉（社会福祉会館等） 252,691

環境衛生（健康センター等） 61,676

産業振興（農道、農業用水路等） 412,870

消防（消防団詰所等） 95,046

総務（庁舎等） 1,168,107

有形固定資産合計 19,813,749



（２）行政コスト計算書 

（単位：千円、％） 

経常行政コスト(A) 4,853,957 100.0

人にかかるコスト 996,235 20.5

人件費 831,244 17.1

退職手当引当金繰入等 121,452 2.5

 

賞与引当金繰入額 43,539 0.9

物にかかるコスト 1,136,714 23.4

物件費 608,008 12.5

維持補修費 9,394 0.2

 

減価償却費 519,312 10.7

移転支出的なコスト 2,615,917 53.9

社会保障給付 972,936 20.0

補助金等 588,102 12.1

他会計等への支出額 910,284 18.8

 

他団体への公共資産整備補助金等 144,595 3.0

その他のコスト 105,091 2.2

支払利息 92,997 1.9

回収不能見込計上額 12,094 0.3

 

 

その他行政コスト 0 0.0

経常収益(B) 174,598 (3.6)

使用料・手数料 69,021 (1.4) 

分担金・負担金・寄附金 105,577 (2.2)

純経常行政コスト(A-B)(町税、補助金等でまかなうべきコスト) 4,679,359 (96.4)

(  )内は、(A)に対する割合 

・経常行政コストの目的別内訳 
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 「経常行政コスト」は、総額で48億5,396万円となりました。これを性質別で見ると、「移転支出的なコスト」

（医療費等の社会保障給付、他団体への補助金、他会計への繰出金など）が26億1,592万円（経常行政コ

スト総額の53.9%）と最も多くなっています。また、これを目的別に見ると、「福祉」が17億8,617万円（同

36.8%）と最も多くなっています。 

 これに対して、受益者負担金などの「経常収益」は、1億7,460万円となりました。 

生活インフラ・国土保全 675,925

教育 640,817

福祉 1,786,166

環境衛生 419,639

産業振興 321,887

消防 181,784

総務 657,875

議会 64,773

その他 105,091

経常行政コスト合計 4,853,957



 その結果、「経常行政コスト」と「経常収益」の差引である「純経常行政コスト」は、46億7,936万円となり、こ

れを地方税、地方交付税等の一般財源及び国庫(県)補助金等で補っています。 

 

町民一人あたり行政コスト計算書 （平成 23 年 3 月末現在人口 15,465 人で算定） 

(単位：千円) 

経常行政コスト(A) 31 万 4 

人にかかるコスト 6 万 4 

物にかかるコスト 7 万 4 

移転支出的なコスト 16 万 9 

 

その他のコスト 7 

経常収益(B) 1 万 1 

純経常行政コスト(A-B)(町税、補助金等でまかなうべきコスト) 30 万 3 

 

 

（３）純資産変動計算書                                 （単位：千円） 

期首純資産残高(C) 18,030,127 

当期変動高(D) 528,245 

純経常行政コスト △4,679,359 

一般財源 3,796,320 

地方税 1,409,396 

地方交付税 2,057,646 

 

その他行政コスト充当財源（地方譲与税等) 329,278 

国県補助金等受入 1,412,251 

 

その他（臨時損益等） △967 

期末純資産残高(C+D) 18,558,372 

 

 「期首純資産残高」は180億3,013万円でした。今年度においては、「純経常行政コスト」として46億7,936

万円を要した一方で、地方税を14億940万円、地方交付税を20億5,765万円、国県補助金等を14億1,225

万円受入れたことにより、最終的に「期末純資産残高」は5億2,824万円増の185億5,837万円となっていま

す。 

 

 

（４）資金収支計算書 

（単位：千円） 

期首歳計現金残高(E) 312,527

当期収支(F) 20,913

経常的収支（①） 1,487,426

公共資産整備収支（②） △449,215

 

投資･財務的収支（③） △1,017,298

期末歳計現金残高(E+F) 333,440

 

 

 

経常的収支が、他の

収支不足を補てん 



①経常的収支の部 1,487,426

支出合計 3,750,921

人件費 990,982

物件費 608,008

社会保障給付 972,936

補助金等 594,391

支払利息 92,997

他会計等への事務費等充当財源繰出支出 481,030

 

その他支出 10,577

収入合計 5,238,347

地方税 1,396,459

地方交付税 2,057,646

国県補助金等 924,163

使用料・手数料 69,230

分担金・負担金・寄附金 105,283

諸収入 57,474

地方債発行額 372,286

基金取崩額 0

 

その他収入 255,806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②公共資産整備収支の部 △449,215

支出合計 865,366

公共資産整備支出 691,281

公共資産整備補助金等支出 144,595

他会計等への建設費充当財源繰出支出 29,490

収入合計 416,151

国県補助金等 370,779

地方債発行額 37,300

基金取崩額 0

その他収入 8,072

  

③投資・財務的収支の部 △1,017,298

支出合計 1,419,929

投資及び出資金 0

貸付金 104,000

基金積立額 307,694

定額運用基金への繰出支出 100

他会計等への公債費充当財源繰出支出 405,769

地方債償還額 602,366

長期未払金支払支出 0

収入合計 402,631

国県補助金等 117,209

貸付金回収額 169,135

基金取崩額 104,000

地方債発行額 0

公共資産等売却収入 2,400

その他収入 9,887

 

①経常的収支の部 

 経常的収支の部は、人件費や社会保障給付などの支出とそれを賄う地方税などの収入の経常的な行

政活動などに関する収支で、日常の行政活動による資金収支を計上しています。 

 支出は、「社会保障給付」（9億7,294万円）など計37億5,092万円となる一方で、収入は、「町税」（13億

9,646万円）など計52億3,835万円となりました。その結果、収支額は14億8,743万円のプラスとなりました。 

 

②公共資産整備収支の部 

 公共資産整備収支の部には、公共資産整備に要する支出とその財源となる収入に関する収支を計上し

ています。 

 支出は、「公共資産整備支出」（6億9,128万円）など計8億6,537万円となる一方で、収入は「国県補助金

等」（3億7,078万円）など計4億1,615万円となりました。その結果、収支額は4億4,922万円のマイナスとなり

ました。 

 

③投資・財務的収支の部 

 投資・財務的収支の部には、地方債の発行・償還、貸付金の貸付・回収、基金の積立・取崩しなどに関

する収支を計上しています。 

 支出は、「地方債償還額」（6億237万円）など計14億1,993万円となる一方で、収入は「国県補助金等」（1



億1,721万円）など計4億263万円となりました。その結果、収支額は10億1,730万円のマイナスとなりまし

た。 

 

 地方税等の収入により経常的収支で生じたプラスで、公共資産整備や投資・財務的収支のマイナスを

補てんした結果、1年間の資金収支は2,091万円のプラスとなり、年度末時点で翌年度に繰越す資金（現

金）は3億3,344万円となりました。 

 

 

３ 財務書類に基づく財務分析 

 

（１）町民一人あたり資産、負債、行政コスト 

それぞれの数値を当該年度末現在の住民基本台帳人口一人あたりに換算することにより、分かりやす

い情報となるとともに、他団体との比較が可能となります。 

町民一人あたり資産額＝資産合計／住民基本台帳人口 

本町における値は、160万円となっています。（平均値100～500） 

町民一人あたり負債額＝負債総額／住民基本台帳人口 

本町における値は、40万円となっています。（平均値30～200） 

町民一人あたり行政コスト＝純経常行政コスト／住民基本台帳人口 

本町における値は、30万円となっています。（平均値20～90） 

 

（２）歳入額対資産比率 

社会資本として形成された固定資産などが、歳入の何年分に相当するかを表し、社会資本の整備の度

合いを測ることができます。この比率が高いほど、既に社会資本整備ができていると考えられますが、反面、

維持管理費が多く発生し財政的な負担が増えるものと考えられます。 

歳入額対資産比率＝資産合計／歳入総額 

本町における「歳入額対資産比率」の値は、4.1(年)となっています。（平均値3.0～7.0） 

 

（３）資産老朽化比率 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を計算するこ

とにより、耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過しているかを全体として把握することができ

ます。この比率が高いほど、有形固定資産が老朽化していることを示しています。 

資産老朽化比率（%）＝減価償却累計額／（有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額）×100 

本町における全体の「資産老朽化比率」の値は、40.4%となっています。（平均値35～50） 

 

（４）純資産比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、今までの世代（過去及び現世代）によって既に負担され

た割合を見るための指標です。今までの世代によって既に負担された割合が高いほど、将来世代の負担

が少なくなり、財務の健全性が高いという観点からは望ましいと考えられます。 

純資産比率＝純資産総額／資産総額 

本町における「純資産比率」の値は、75.1%となっています。（平均値60～70） 

 

（５）社会資本等形成の世代間負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、将来世代が負担する割合を見るための指標です。 

この比率が低いほど、将来世代の負担が少なくなり、財務の健全性が高いという観点からは望ましいと



考えられます。 

社会資本形成の将来世代負担比率（%）＝(地方債残高(公共資産等形成充当分のみ)＋未払金(物件

購入等のみ))／(公共資産合計＋投資等合計)×100 

本町における「将来世代負担比率」の値は、11.9%となっています。（平均値15～40） 

 

（６）基礎的財政収支(プライマリーバランス) 

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みるもので、これがゼロあ

るいはプラスであれば、経済成長率が長期金利を下回らない限り、経済規模に対する地方債の比率は増

加せず、持続可能な財政運営であるといえます。 

基礎的財政収支＝収入総額－地方債発行額－財政調整基金等取崩額－支出総額＋地方債償還額

＋財政調整基金等積立額 

本町における「基礎的財政収支」は、314,192千円の黒字となっています。 

 

（７）行政コスト対公共資産比率 

行政コストの公共資産に対する比率を算定することにより、どれだけの資産でどれだけの行政サービス

を提供しているか（資産が効率的に活用されているか）を分析することができます。 

行政コスト対公共資産比率（%）＝経常行政コスト／公共資産×100 

本町における全体の「行政コスト対公共資産比率」の値は、24.5%となっています。（平均値10～30） 

 

（８）行政コスト対税収等比率 

「純経常行政コスト」に対する市税などの一般財源等（国庫（県）支出金を含む）に対する比率を算定す

ることにより、「純経常行政コスト」のうちどれだけが当年度の負担で賄われたかが分かります。この比率が

100%を下回っている場合は、翌年度以降に引き継ぐ資産が蓄積されたか、翌年度以降に引き継ぐ負担が

軽減されたといえます。反対に、100%を上回っている場合は、蓄積してきた資産が取り崩されたか、翌年

度以降に引き継ぐ負担が増加したといえます。 

行政コスト対税収等比率（%）＝純経常行政コスト／（一般財源＋国庫（県）支出金）×100 

本町における「行政コスト対税収等比率」の値は、86.9%となっています。（平均値90～110） 

 

（９）受益者負担比率 

行政コスト計算書における経常収益は受益者負担の金額であるため、経常収益の行政コストに対する

比率を算定することにより、受益者負担割合を算定することができます。 

受益者負担比率（%）＝経常収益／経常行政コスト×100 

本町における「受益者負担比率」の値は、3.6%となっています。（平均値2～8） 

 

(10)地方債の償還可能年数 

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算定

することで、借金の多さや債務返済能力を見ることができます。この数値が小さいほど、借金の経常的経

費に対する負担が軽く、債務返済能力が高いといえます。 

地方債の償還可能年数（年）＝地方債残高／経常的収支額（地方債発行額及び基金取崩額を除く） 

本町における「地方債の償還可能年数」の値は、4.5(年)となっています。（平均値3～9） 

 

 

 

 



４ 単体全会計財務書類４表 

 

 普通会計及び全ての公営事業会計を連結し、純計処理（会計間の取引を相殺消去）を行っています。 

 （大刀洗町における公営事業会計：下水道、国民健康保険、診療所、老人保健、後期高齢者医療保険） 

 

 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

借方 貸方 

資産の部 

（町がこれまで積み上げてきた財産） 

負債の部 

（将来の世代が負担する金額） 

公共資産(土地、建物、道路等) 30,926,784 固定負債 11,763,406

有形固定資産 30,907,128 地方債 10,704,763

無形固定資産 0 長期未払金 6,288

 

売却可能資産 19,656 退職手当引当金 1,052,355

投資等 2,473,642 損失補償等引当金 0

投資及び出資金 1,319,077 流動負債 886,946

貸付金 104,236 翌年度償還予定地方債 832,996

特定目的、定額運用基金等 951,364 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

長期延滞債権 164,546 未払金 6,289

 

回収不能見込額 △65,581 賞与引当金 46,958

流動資産 2,509,362

財政調整基金 1,537,544

負債合計 12,650,352

減債基金 560,483

歳計現金 350,014

純資産の部 

（現在までの世代が負担した金額） 

未収金 62,492

 

回収不能見込額 △1,171

純資産合計 23,259,436

資産合計 35,909,788 負債・純資産合計 35,909,788

 

・有形固定資産の目的別内訳 

 

生活インフラ・
国土保全

59.2%

教　育
29.0%

総　務
3.8%

消　防
0.3%

環 境 衛 生
0.2%

産 業 振 興
6.6%

福　祉
0.8%

生活インフラ・国土保全（道路、下水道等） 18,306,151

教育（学校、公民館、体育施設等） 8,957,789

福祉（社会福祉会館等） 252,691

環境衛生（健康センター、診療所等） 76,239

産業振興（農道、農業集落排水施設等） 2,051,105

消防（消防団詰所等） 95,046

総務（庁舎等） 1,168,107

有形固定資産合計 30,907,128



（２）行政コスト計算書 

（単位：千円、％） 

経常行政コスト(A) 6,814,285 100.0

人にかかるコスト 1,083,882 15.9

人件費 909,607 13.3

退職手当引当金繰入等 126,615 1.9

 

賞与引当金繰入額 47,660 0.7

物にかかるコスト 1,573,969 23.1

物件費 732,497 10.8

維持補修費 28,020 0.4

 

減価償却費 813,452 11.9

移転支出的なコスト 3,886,662 57.0

社会保障給付 2,064,580 30.3

補助金等 1,350,744 19.8

他会計等への支出額 283,766 4.2

 

他団体への公共資産整備補助金等 187,572 2.8

その他のコスト 269,772 4.0

支払利息 234,689 3.4

回収不能見込計上額 24,400 0.4

 

 

その他行政コスト 10,683 0.2

経常収益(B) 1,528,662 (22.4)

使用料・手数料 69,021 (1.0)

分担金・負担金・寄附金 757,318 (11.1)

保険料 480,130 (7.0)

事業収益 212,255 (3.1)

 

その他特定行政サービス収入 9,938 (0.2)

純経常行政コスト(A-B)(町税、補助金等でまかなうべきコスト) 5,285,623 (77.6)

(  )内は、(A)に対する割合 

 

（３）純資産変動計算書                                 （単位：千円） 

 

期首純資産残高(C) 22,787,984 

当期変動高(D) 528,245 

純経常行政コスト △5,285,623 

一般財源 3,796,320 

地方税 1,409,396 

地方交付税 2,057,646 

 

その他行政コスト充当財源（地方譲与税等) 329,278 

国県補助金等受入 1,961,722 

 

その他（臨時損益等） △967 

期末純資産残高(C+D) 23,259,436 

 



（４）資金収支計算書 

（単位：千円） 

期首歳計現金残高(E) 341,401

当期収支(F) 8,613

経常的収支（①） 1,340,920

公共資産整備収支（②） △452,637

 

投資･財務的収支（③） △879,670

期末歳計現金残高(E+F) 350,014

 

 

①経常的収支の部 1,340,920

支出合計 5,787,084

人件費 1,080,197

物件費 732,497

社会保障給付 2,064,580

補助金等 1,357,033

支払利息 234,689

 

その他支出 318,088

収入合計 7,128,004

地方税 1,396,459

地方交付税 2,057,646

国県補助金等 1,473,634

使用料・手数料 75,398

分担金・負担金・寄附金 753,986

保険料 469,718

事業収入 206,798

諸収入 66,287

地方債発行額 372,286

基金取崩額 0

 

その他収入 255,792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②公共資産整備収支の部 △452,637

支出合計 911,188

公共資産整備支出 714,582

公共資産整備補助金等支出 196,606

収入合計 458,551

国県補助金等 370,779

地方債発行額 79,700

基金取崩額 0

その他収入 8,072

  

③投資・財務的収支の部 △879,670

支出合計 1,282,301

投資及び出資金 0

貸付金 104,000

基金積立額 307,694

定額運用基金への繰出支出 100

地方債償還額 868,600

長期未払金支払支出 0

その他支出 1,907

収入合計 402,631

国県補助金等 117,209

貸付金回収額 169,135

基金取崩額 104,000

地方債発行額 0

公共資産等売却収入 2,400

その他収入 9,887

 

 

経常的収支が、他の

収支不足を補てん 


