
４つの財務書類から見た大刀洗町の財政（平成23年度決算） 
 

１ 新地方公会計制度とは 

現在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、町が整備してきた建物などの資産や借入金などの負債、行政サービ

ス提供のために要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)のデータ及び決算書等をもとに作成しています。 

 

（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行政サービスに要した費用（コスト）計算に重点を置いています。 

 

・純資産変動計算書 

純資産(資産から負債を引いた残りで、今までの世代（過去及び現世代）によって既に負担された分)

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 

資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「資金」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) 19,761,443 固定負債 5,332,567

有形固定資産 19,743,971 地方債 4,280,803

無形固定資産 0 長期未払金 0

 

売却可能資産 17,472 退職手当引当金 1,051,764

投資等 2,518,584 損失補償等引当金 0

投資及び出資金 1,322,743 流動負債 575,980

貸付金 104,156 翌年度償還予定地方債 529,376

特定目的、定額運用基金等 1,055,106 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

長期延滞債権 73,763 未払金 6,289

 

回収不能見込額 △37,184 賞与引当金 40,315

流動資産 2,706,382

財政調整基金 1,541,277

負債合計 5,908,547

減債基金 561,843

歳計現金 575,807

純資産の部 

（現在までの世代が負担した金額） 

未収金 28,724

 

回収不能見込額 △1,269

純資産合計 19,077,862

資産合計 24,986,409 負債・純資産合計 24,986,409

 

※公共資産については、昭和44年度以降に取得した資産を計上しています。また、土地を除き減価償却

しています。 



・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、249億8,641万円となっています。このうち、

「公共資産」が197億6,144万円（資産総額の79.1%）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87億9,818万円（公共資産総額の44.6%）、学校や公民館、体育施設等の「教育」

が89億6,701万円（公共資産総額の45.4%）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、59億855万円

（資産総額の23.6%）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」

（53億3,257万円、資産総額の21.3%）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、190億7,786万円（資

産総額の76.4%）となっています。 

 

 

町民一人あたり貸借対照表 （平成 24 年 3 月末現在人口 15,364 人で算定） 

(単位：千円、％) 

公共資産 

(土地、建物、道路等) 

128 万 6 79.1 固定負債 

（地方債、退職手当引当金等） 

34 万 7 21.3

投資等 

(出資金、特定目的基金等) 

16 万 4 10.1 流動負債 

（翌年度償還予定地方債等） 

3 万 7 2.3

流動資産 17 万 6 10.8

財政調整基金 10 万 0 6.2

負債合計 38 万 4 23.6

歳計現金 3 万 7 2.3

 

その他(減債基金・未収金等) 3 万 9 2.3

純資産合計 124 万2 76.4

資産合計 162 万 6 100.0 負債・純資産合計 162 万6 100.0

生活インフラ・国土保全（道路、公園等） 8,798,175

教育（学校、公民館、体育施設等） 8,967,005

福祉（社会福祉会館等） 242,515

環境衛生（健康センター等） 57,138

産業振興（農道、農業用水路等） 388,822

消防（消防団詰所等） 89,671

総務（庁舎等） 1,200,945

有形固定資産合計 19,743,971



（２）行政コスト計算書 

（単位：千円、％） 

経常行政コスト(A) 4,801,487 100.0

人にかかるコスト 949,321 19.8

人件費 831,091 17.3

退職手当引当金繰入等 77,915 1.6

 

賞与引当金繰入額 40,315 0.8

物にかかるコスト 1,203,332 25.1

物件費 655,981 13.7

維持補修費 13,795 0.3

 

減価償却費 533,556 11.1

移転支出的なコスト 2,546,004 53.0

社会保障給付 1,045,395 21.8

補助金等 575,306 12.0

他会計等への支出額 913,220 19.0

 

他団体への公共資産整備補助金等 12,083 0.3

その他のコスト 102,830 2.1

支払利息 87,543 1.8

回収不能見込計上額 15,287 0.3

 

 

その他行政コスト 0 0.0

経常収益(B) 208,322 (4.3)

使用料・手数料 67,187 (1.4) 

分担金・負担金・寄附金 141,135 (2.9)

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) 4,593,165 (95.7)

(  )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48億149万円となりました。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25億4,600万円（経常行政コ

スト総額の53.0%）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17億9,290万円（同

37.3%）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、2億832万円となりました。 

生活インフラ・国土保全 667,873

教育 632,469

福祉 1,792,901

環境衛生 444,792

産業振興 263,195

消防 188,093

総務 618,747

議会 90,587

その他 102,830

経常行政コスト合計 4,801,487



 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、45億9,317万円となり、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 24 年 3 月末現在人口 15,364 人で算定） 

(単位：千円) 

経常行政コスト(A) 31 万 3 

人にかかるコスト 6 万 2 

物にかかるコスト 7 万 8 

移転支出的なコスト 16 万 6 

 

その他のコスト 6 万 8 

経常収益(B) 1 万 4 

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) 29 万 9 

 

 

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

期首純資産残高(C) 18,558,372 

当期変動高(D) 519,490 

純経常行政コスト △4,593,165 

一般財源 3,965,539 

地方税 1,465,718 

地方交付税 2,112,157 

 

その他行政コスト充当財源（地方譲与税等) 387,664 

国県補助金等受入 1,143,996 

 

その他（臨時損益等） 3,120 

期末純資産残高(C+D) 19,077,862 

 

 「期首純資産残高」は185億5,837万円でした。今年度においては、「純経常行政コスト」として45億9,317

万円を要した一方で、地方税を14億6,572万円、地方交付税を21億1,216万円、国県補助金等を11億

4,400万円受入れたことにより、最終的に「期末純資産残高」は5億1,949万円増の190億7,786万円となっ

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) 333,440

当期収支(F) 242,367

経常的収支（①） 1,437,850

公共資産整備収支（②） △275,205

 

投資･財務的収支（③） △920,278

期末歳計現金残高(E+F) 575,807

 

 

 

経常的収支が、他の

収支不足を補てん



①経常的収支の部 1,437,850

支出合計 3,852,306

人件費 971,973

物件費 655,981

社会保障給付 1,045,395

補助金等 575,306

支払利息 87,543

他会計等への事務費等充当財源繰出支出 502,308

 

その他支出 13,800

収入合計 5,290,156

地方税 1,454,906

地方交付税 2,112,157

国県補助金等 971,318

使用料・手数料 59,572

分担金・負担金・寄附金 140,049

諸収入 136,945

地方債発行額 277,504

基金取崩額 0

 

その他収入 137,705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②公共資産整備収支の部 △275,205

支出合計 469,457

公共資産整備支出 446,809

公共資産整備補助金等支出 12,083

他会計等への建設費充当財源繰出支出 10,565

収入合計 194,252

国県補助金等 78,872

地方債発行額 55,100

基金取崩額 48,000

その他収入 12,280

  

③投資・財務的収支の部 △920,278

支出合計 1,130,881

投資及び出資金 0

貸付金 0

基金積立額 156,603

定額運用基金への繰出支出 232

他会計等への公債費充当財源繰出支出 403,347

地方債償還額 564,410

長期未払金支払支出 6,289

収入合計 210,603

国県補助金等 93,806

貸付金回収額 80

基金取崩額 0

地方債発行額 0

公共資産等売却収入 6,511

その他収入 110,206

 

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」（10億4,540万円）など計38億5,231万円となる一方で、収入は、「町税」（14億

5,491万円）など計52億9,016万円となりました。その結果、収支額は14億3,785万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」（4億4,681万円）など計4億6,946万円となる一方で、収入は「国県補助金

等」（7,887万円）など計1億9,425万円となりました。その結果、収支額は2億7,521万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」（5億6,641万円）など計11億3,088万円となる一方で、収入は「国県補助金等」



（9,381万円）など計2億1,060万円となりました。その結果、収支額は9億2,028万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2億4,237万円のプラスとなり、年度末時点で翌年度に繰越す資金

（現金）は5億7,581万円となりました。 

 

 

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、163万円となっています。（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、39万円となっています。（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、41.9%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、76.4%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、10.1%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、566,809千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、24.3%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、89.9%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、4.3%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、4.1(年)となっています。（平均値3～9） 

 

 

 

 

 



４ 連結財務書類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、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) 30,589,282 固定負債 11,296,716

有形固定資産 30,571,810 地方債 10,244,952

無形固定資産 0 長期未払金 0

 

売却可能資産 17,472 退職手当引当金 1,051,764

投資等 2,581,009 損失補償等引当金 0

投資及び出資金 1,322,743 流動負債 859,255

貸付金 104,156 翌年度償還予定地方債 807,715

特定目的、定額運用基金等 1,057,106 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

長期延滞債権 157,504 未払金 6,289

 

回収不能見込額 △60,500 賞与引当金 45,251

流動資産 2,848,326

財政調整基金 1,541,277

負債合計 12,155,971

減債基金 561,843

歳計現金 685,781

純資産の部 

（現在までの世代が負担した金額） 

未収金 60,741

 

回収不能見込額 △1,316

純資産合計 23,862,646

資産合計 36,018,617 負債・純資産合計 36,018,617

 

・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） 18,031,146

教育（学校、公民館、体育施設等） 8,967,005

福祉（社会福祉会館等） 242,215

環境衛生（健康センター、診療所等） 70,844

産業振興（農道、農業集落排水施設等） 1,969,984

消防（消防団詰所等） 89,671

総務（庁舎等） 1,200,945

有形固定資産合計 30,571,810



（２）行政コスト計算書 

（単位：千円、％） 

経常行政コスト(A) 6,826,012 100.0

人にかかるコスト 1,030,156 15.1

人件費 901,695 13.2

退職手当引当金繰入等 83,210 1.2

 

賞与引当金繰入額 45,251 0.7

物にかかるコスト 1,628,902 23.9

物件費 779,546 11.4

維持補修費 24,980 0.4

 

減価償却費 824,376 12.1

移転支出的なコスト 3,910,417 57.0

社会保障給付 2,227,987 32.6

補助金等 1,348,690 19.8

他会計等への支出額 305,681 4.5

 

他団体への公共資産整備補助金等 28,059 0.4

その他のコスト 256,537 3.8

支払利息 224,129 3.3

回収不能見込計上額 25,025 0.4

 

 

その他行政コスト 7,383 0.1

経常収益(B) 1,702,386 (24.9)

使用料・手数料 67,187 (1.0)

分担金・負担金・寄附金 923,707 (13.5)

保険料 488,805 (7.2)

事業収益 216,293 (3.2)

 

その他特定行政サービス収入 6,394 (0.1)

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) 5,123,626 (75.1)

(  )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) 23,261,436 

当期変動高(D) 601,210 

純経常行政コスト △5,123,626 

一般財源 3,965,539 

地方税 1,465,718 

地方交付税 2,112,157 

 

その他行政コスト充当財源（地方譲与税等) 387,664 

国県補助金等受入 1,756,177 

 

その他（臨時損益等） 3,120 

期末純資産残高(C+D) 23,862,646 

 



（４）資金収支計算書 

（単位：千円） 

期首資金残高(E) 2,448,041

当期収支(F) 340,860

経常的収支（①） 1,421,454

公共資産整備収支（②） △296,833

 

投資･財務的収支（③） △783,761

期末資金残高(E+F) 2,788,901

 

 

①経常的収支の部 1,421,454

支出合計 5,963,822

人件費 1,051,994

物件費 779,546

社会保障給付 2,227,987

補助金等 1,348,690

支払利息 224,129

 

その他支出 331,476

収入合計 7,385,276

地方税 1,454,906

地方交付税 2,112,157

国県補助金等 1,583,499

使用料・手数料 60,059

分担金・負担金・寄附金 923,360

保険料 482,486

事業収入 210,748

諸収入 141,828

地方債発行額 277,504

基金取崩額 0

 

その他収入 138,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②公共資産整備収支の部 △296,833

支出合計 506,385

公共資産整備支出 472,089

公共資産整備補助金等支出 34,296

収入合計 209,552

国県補助金等 78,872

地方債発行額 70,400

基金取崩額 48,000

その他収入 12,280

  

③投資・財務的収支の部 △783,761

支出合計 994,364

投資及び出資金 0

貸付金 0

基金積立額 151,510

定額運用基金への繰出支出 232

地方債償還額 832,997

長期未払金支払支出 0

その他支出 9,625

収入合計 210,603

国県補助金等 93,806

貸付金回収額 80

基金取崩額 0

地方債発行額 0

公共資産等売却収入 6,511

その他収入 110,206

 

 

経常的収支が、他の

収支不足を補てん


