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Ⅰ 大刀洗町の財務書類の公表について 

１.地方公会計制度の概要 

 

 国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用さ

れてきました。ところが単式簿記は、発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、

過去から積み上げた資産や負債などの状況を把握できないこと、また減価償却や引当

金といった会計手続きの概念がないといった弱点がありました。 

 平成１８年６月「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」が成立したことにより、地方の資産・債務改革の一環として、自治体の資産や債

務の管理に必要な公会計をさらに整備することを目的に、総務省では「新地方公会計

制度研究会」を発足させました。同研究会からは平成１８年５月に「新地方公会計制

度研究会報告書」が公表され、続けて同年８月には総務省から「地方公共団体におけ

る行政改革の更なる推進のための指針」が示されました。 

この指針では、地方公共団体の公会計の整備について、国の作成基準に準拠した新

たな方式による財務書類（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）の作成及び開示を行うよう、地方公共団体に対して要請を行いました。 

この要請に基づき各地方公共団体では公会計の整備を着々と進めていきましたが、 

総務省は新地方公会計制度の導入にあたり、総務省は「総務省方式改訂モデル」と「基

準モデル」の二つのモデルを示していました。東京都は東京都方式、大阪府は大阪府

方式とありましたが、複数あることで他団体比較ができない等の問題が生じていたた

め、平成２５年８月に「研究会 中間とりまとめ」が公表、平成２６年３月に「地方

自治体における固定資産台帳の整備等に関する作業部会報告書」「財務書類作成基準

に関する作業部会報告書」が公表されました。 

そして、平成２７年 1 月に統一的な基準による地方公会計マニュアルが公表され、

すべての地方公共団体へこの統一的な基準での財務書類を平成３０年３月までに作

成するよう要請されました。 

 

２.大刀洗町の取り組み 

 

 こうした状況の中、大刀洗町では、平成２６年度決算から、「統一的な基準」によ

り、固定資産台帳の整備を行いました。そのうえで一般会計だけでなく、特別会計も

含む全体会計の財務書類を作成しています。 

 このことにより、現金の取引情報にとどまらず資産や負債の状況も把握できるよう

になりました。住民にとっても大刀洗町の財務状況がどういったものであるかを判断

することが出来る材料の 1つになっているものと考えられます。 
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３.統一的な基準の特徴 

 

 地方公会計制度の導入にあたり、総務省は「総務省方式改訂モデル」と「基準モデ

ル」の二つのモデルを示していました。「総務省方式改訂モデル」は、既存の決算統

計情報を活用して、土地や建物などの資産評価を行い、段階的に固定資産台帳を整備

しながら公共資産の評価を行っていく方法です。これに対し、「基準モデル」は 初

に全ての固定資産の洗い出しを行い、公正価値で把握した上で、個々の取引情報を発

生主義により複式記帳して財務書類を作成する方法です。そのため、次年度以降の固

定資産増減を明確に把握できる特徴があります。 

 この「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の良い特徴を併せ持ったのが「統

一的な基準」といえます。 

 

４.作成基準日 

 

作成基準日は、各会計年度の 終日としました。今回の平成２６年度決算分では平

成２７年３月３１日となります。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間

（翌年度４月１日から５月３１日までの間）の収支については、基準日までに終了し

たものとみなして取り扱っています。 

 

５.作成対象とする範囲 

 

 

大刀洗町　会計区分

01 一般会計

03 大刀洗町土地取得特別会計

02 国民健康保険特別会計

04 大刀洗診療所特別会計

06 大刀洗町下水道事業特別会計

07 後期高齢者医療保険特別会計

21 両筑衛生施設組合

22 久留米市外三市町高等学校組合

23 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合

24 福岡県市町村職員退職手当組合

未連結先※1 25 福岡県自治会館管理組合

26 久留米市広域市町村圏事務組合

27 甘木・朝倉・三井環境施設組合

28 福岡県自治振興組合

29 福岡県介護保険広域連合

30 福岡県後期高齢者医療広域連合

31 三井水道企業団水道事業会計※2

41 大刀洗町土地開発公社

42 株式会社　たちあらい

　　※1 平成26年度末において財務書類の作成を行っていませんので連結していません。

　　※2 三井水道事業団に水道水を供給している、山神水道企業団及び福岡県広域水道企業団を水量比に基づ

いた出資割合に基づいて連結しています（別紙イメージでご確認ください）。

一般会計等

     全体会計

連結会計
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※全体会計とは、一般会計に特別会計や公営企業会計を含めた会計で、連結会計とは、

全体会計に一部事務組合、地方公社及び第３セクターなどの関係団体を含めたもの

です。 

 一部事務組合、地方公社及び第３セクターに関しましては、財務書類４表の資料提

供があった団体のみを連結対象としていますので、今回は三井水道企業団水道事業

会計（山神水道企業団、福岡県南広域水道企業団を含む）、大刀洗土地開発公社及

び株式会社たちあらいの３団体を連結しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三井水道企業団水道事業会計　連結のイメージ

34.9％の出資割合 10.6％の出資割合

20.0％の出資割合

大刀洗町

三井水道事業団

水道事業会計

山神水道企業団

水道用水供給事業会計

福岡県南広域水道企業団

水道用水供給事業会計

連
結

大刀洗町

出資割合にて合算した、三井水道事業団水道事業会計
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Ⅱ 大刀洗町の財務書類について 

１.貸借対照表（平成２７年３月３１日現在） 

 

地方公共団体の決算書は、１年間で、どのような収入がいくらあり、その収入を何

にいくら使ったか、という単年度の状況は把握できますが、現在、どれだけの資産や

負債があるのか、という情報は把握ができません。 

この貸借対照表では、基準日現在で、どれだけの資産や負債があるのかを把握でき

ます。 

左側の「資産」は、保有する資産の内容や額が記載してあります。 

右側の「負債」及び「純資産」は、「資産」を形成するためにどのような財源措置を

してきたかを表しています。 

「負債」は、今後、負担すべき債務であることから将来世代に対しての負担ととら

えることができ、一方で、「純資産」は、今後負担する必要性のない資産、言い換え

ればこれまでの世代や現在の世代、または国、県が負担した分となります。 

 

 

用語解説 

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、公民館、町営住宅、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 

単位：千円

一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結
1.固定資産 17,857,962 27,315,626 29,813,380 1.固定負債 4,764,731 9,916,936 11,583,548
　　　（1）事業用資産 8,383,205 8,433,627 8,434,276 　　　（1）地方債 4,688,700 9,836,214 10,503,535
　　　（2）インフラ資産 6,523,710 15,865,280 19,054,034 　　　（2）長期未払金 - - -
　　　（3）物品 149,951 150,251 154,764 　　　（3）退職手当引当金 76,031 80,722 122,640
　　　（4）無形固定資産 19,922 19,922 363,931 　　　（4）損失補償等引当金 - - -
　　　（5）投資及び出資金 1,334,143 1,334,143 168,075 　　　（5）その他 - - 957,373
　　　（6）投資損失引当金 - - - 2.流動負債 405,157 710,163 1,020,646
　　　（7）長期延滞債権 65,480 139,126 139,126 　　　（1）1年内償還予定地方債 345,131 647,880 712,022
　　　（8）長期貸付金 - - - 　　　（2）未払金 - - 58,427
　　　（9）基金 1,390,641 1,390,641 1,516,538 　　　（3）未払費用 - - -
　　　（10）その他 - - - 　　　（4）前受金 - - -
　　　（11）徴収不能引当金 -9,091 -17,364 -17,364 　　　（5）前受収益 - - -
2.流動資産 2,581,539 2,730,130 3,270,528 　　　（6）賞与等引当金 46,046 48,303 50,680
　　　（1）現金預金 433,628 551,275 1,052,438 　　　（7）預り金 13,980 13,980 14,541
　　　（2）未収金 26,508 57,568 96,316 　　　（8）その他 - - 184,976
　　　（3）短期貸付金 - - - 　負債合計 5,169,888 10,627,099 12,604,194
　　　（4）基金 2,121,597 2,121,597 2,121,597 純資産の部
　　　（5）棚卸資産 - - 452 15,269,613 19,418,657 20,479,713
　　　（6）その他 - - 35 　　　（1）固定資産等形成分 19,979,559 29,437,223 31,934,977
　　　（7）徴収不能引当金 -194 -310 -310 　　　（2）余剰分（不足分） -4,709,946 -10,018,566 -11,455,263

20,439,501 30,045,755 33,083,908 20,439,501 30,045,755 33,083,908

　※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

　純資産合計

貸借対照表
資産の部 負債の部

　資産合計 　負債及び純資産合計　　            　
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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） 

 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 

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 

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
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支払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 

 

２.行政コスト計算書（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

 

行政コスト計算書は、民間企業の損益計算書にあたるもので、行政運営にかかった

コストのうち、例えば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

政サービスに要したコストを表したものです。また、実際に現金の支出を伴うサービ

スのほかに、減価償却費や退職手当引当金などの現金支出を伴わないコストまでを含

んで表しています。 

さらに、その行政サービスの提供に対する直接の対価である使用料や手数料といっ

た受益者負担がどの程度あったかを把握することができます。 

経常費用と経常収益の差額である純経常行政コストは、受益者負担以外の町税や地

方交付税，国庫支出金・県支出金などで賄わなければならないコストを表すことにな

ります。 

こうしたコストを把握することは、町の内部的には行政活動の効率性につながり、

また、単年度の資産形成費用の多寡にのみ着目せずに、長期的なコスト意識を醸成す

ることにもつながるものと考えられます。さらにこれらのコストに対し、使用料等の

住民負担がどうであったかを明らかにすることもできます。 

 

単位：千円

一般会計等 全体 連結
5,342,325 7,313,989 7,824,855

1.業務費用 2,401,556 2,972,374 3,482,167
　　　（1）人件費 905,536 954,707 1,005,665
　　　（2）物件費等 1,394,180 1,753,226 2,189,001
　　　（3）その他の業務費用 101,839 264,440 287,501
2.移転費用 2,940,769 4,341,615 4,342,688

170,250 406,609 912,455
1.使用料及び手数料 71,842 303,592 643,508

98,409 103,018 268,948
5,172,074 6,907,380 6,912,400

34,961 34,961 57,404
6,993 7,042 7,042

純行政コスト 5,200,042 6,935,299 6,962,762
　※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

臨時利益

経常費用

行政コスト計算書

経常収益

純経常行政コスト
2.その他

臨時損失
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用語解説 

経常費用 

業務費用 

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（消費的性質）、施設等

の維持修繕にかかる経費や事業用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 

臨時収益･･････資産売却益、受取配当金 

 

３.純資産変動計算書（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産が、１年間でどのような要因で増減した

か、を表すもので、本年度末純資産残高は貸借対照表の純資産合計と一致します。 

行政コスト計算書には計上されていない、税収及び国県支出金等が、本表の財源の

調達欄に計上されています。また、「純行政コスト」の額が、行政コスト計算書の純

行政コスト（「経常費用－経常収益＋臨時損失－臨時収益」）をまかなうもので、金額

は一致します（純資産変動計算書上はマイナス要因です）。 

 

単位：千円

一般会計等 全体 連結
前年度末純資産残高 15,445,198 19,588,384 24,009,371
　純行政コスト -5,200,042 -6,935,299 -6,962,762

5,024,456 6,765,572 6,763,526
　　　（1）税収等 3,830,218 4,980,483 4,978,437
　　　（2）国庫等補助金 1,194,238 1,785,089 1,785,089
　本年度差額 -175,585 -169,727 -199,237
　資産評価差額 - - -
　無償所管換等 - - -
　他団体出資等分の増加 - - -
　他団体出資等分の減少 - - -

- - -3,330,421
　本年度純資産変動額 -175,585 -169,727 -3,529,657
本年度純資産残高 15,269,613 19,418,657 20,479,713

　※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

　その他

　財源

純資産変動計算書
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用語解説 

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 

  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 

 無償所管替等･･･････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） 

 

４.資金収支計算書（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

 

資金収支計算書は、単年度の資金の収支を表し、１年間の資金の増減を、業務活動

収支・投資活動収支・財務活動収支の３区分にわけ、どのような活動に資金が必要で

あったかを示しています。また、本年度末現金預金残高は、貸借対照表の金融資産の

資金の金額と一致します。 

経常的収支は、日常の行政サービスを行ううえでの収入と支出を表しています。資

本的収支は、資産形成に関する収入と支出を言います。財務的支出とは、地方債等の

借入や償還に関する支出を言います。 

 

単位：千円

一般会計等 全体 連結
230,058 504,844 683,853

1.業務支出 4,786,769 6,462,005 6,720,453
2.業務収入 5,016,849 6,966,871 7,419,950
3.臨時支出 22 22 15,644
4.臨時収入 - - -

-345,595 -381,455 -475,653
1.投資活動支出 521,443 579,303 693,354
2.投資活動収入 175,848 197,848 217,701

100,629 -161,963 -228,337
1.財務活動支出 366,302 661,494 751,243
2.財務活動収入 466,931 499,531 522,906
本年度資金収支額 -14,908 -38,574 -20,137
前年度末資金残高 434,556 575,868 1,058,595
本年度末資金残高 419,648 537,295 1,038,458

前年度末歳計外現金残高 13,535 13,535 13,535
本年度歳計外現金増減額 445 445 445
本年度末歳計外現金残高 13,980 13,980 13,980
本年度末現金預金残高 433,628 551,275 1,052,438

財務活動収支

　※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

投資活動収支

業務活動収支

資金収支計算書


