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○財務書類４表とは

○財務書類４表の関係

【行政コスト計算書】

歳計現金

【資金収支計算書】 【純資産変動計算書】

　会計年度末時点で、地方公共団体がどのような資産を保有して
いるのか（資産保有状況）と、その資産がどのような財源でまか
なわれているのか（財源調達状況）を、対照表示した財務書類で
す。その時点おける地方公共団体の財政状態（資産・負債・純資
産といったストック項目の残高）が明らかにされます。

　一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活
動に係る費用（経常的な費用）と、その行政活動と直接の対価性
のある使用料・手数料などの収益（経常的な収益）を対比させた
財務書類です。その差額として、地方公共団体の一会計期間中の
行政活動のうち、資産形成に結びつかない経常的な活動について
税収等で賄うべき行政コスト（純経常行政コスト）が明らかにさ
れます。

　一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の
資金の流れを性質の異なる三つの活動（経常的収支、公共資産整
備収支、投資・財務的収支）に分けて表示した財務書類です。

　一会計期間において、貸借対照表の純資産の部に計上されてい
る各項目がどのように変動したかを表す財務書類です。

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

収入

|

支出

∥

【貸借対照表】

資産 負債

純資産

一般財源、補助金受入等

±

資産評価替え等

∥

期末純資産残高

歳計現金増減額

＋

期首歳計現金残高

∥

経常行政コスト

｜

経常収益

∥

純経常行政コスト

期末歳計現金残高

期首純資産残高

｜

純経常行政コスト

＋
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○普通会計財務書類４表

平成２6年３月３１日現在

（単位：千円）

資産の部 Ｈ２5年度 前年度 負債の部 Ｈ２5年度 前年度

１　公共資産 21,594,483 21,591,471 １　固定負債 1,462,072 1,712,470

（１）有形固定資産 21,594,483 21,591,471 （１）地方債 642,807 809,143

（２）売却可能資産 0 0 （２）長期未払金 7,036 11,706

（３）退職手当引当金 812,229 891,621

２　投資等 4,466,717 4,173,145 （４）損失補償等引当金 0 0

（１）投資及び出資金 1,683,580 1,409,473

（２）貸付金 539,288 581,045 ２　流動負債 216,426 233,721

（３）基金等 2,191,171 2,081,113 （１）翌年度償還予定地方債 166,315 182,220

（４）長期延滞債権 81,447 101,514 （２）短期借入金 0 0

（５）回収不能見込額 △ 38,769 0 （３）未払金 3,518 3,902

（４）翌年度支払予定退職手当 0 0

３　流動資産 4,351,837 4,380,424 （５）賞与引当金 46,593 47,599

（１）現金預金 3,613,395 4,354,734

（２）未収金 11,149 25,690 負債合計 1,678,498 1,946,191

１　公共資産等整備国県補助金等5,037,406 5,033,391

２　公共資産等整備一般財源等 19,942,826 19,551,176

３　その他一般財源等 3,752,690 3,614,153

４　資産評価差額 1,617 129

純資産合計 28,734,539 28,198,849

資産合計 30,413,037 30,145,040 負債・純資産合計 30,413,037 30,145,040

（１）【貸借対照表】

純資産の部
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（２）【行政コスト計算書】

（単位：千円）

項　目 Ｈ２5年度 前年度

１　人にかかるコスト 917,197 802,104

（１）人件費 808,758 718,362

（２）退職手当引当金繰入等 60,840 36,143

（３）賞与引当金繰入額 47,599 47,599

２　物にかかるコスト 1,629,549 1,669,692

（１）物件費 874,352 911,489

（２）維持補修費 35,963 82,136

（３）減価償却費 719,234 676,067

３　移転支出的なコスト 1,263,467 1,539,065

（１）社会保障給付 424,514 410,346

（２）補助金等 447,620 701,777

（３）他会計等への支出額 387,107 421,504

（４）他団体への公共資産整備補助金等 4,226 5,438

４　その他のコスト 206,018 71,342

（１）支払利息 212,109 35,706

（２）回収不能見込計上額 △ 6,091 35,636

（３）その他行政コスト 0 0

経常行政コスト 4,016,231 4,082,203

１　使用料・手数料 91,056 80,906

２　分担金・負担金・寄附金 11,646 7,332

経常収益 102,702 88,238

純経常行政コスト 3,913,529 3,993,965

自　平成２5年４月　１日
至　平成２6年３月３１日
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（３）【純資産変動計算書】

（単位：千円）

項　目 Ｈ２5年度 前年度

期首純資産残高 28,198,849 27,548,681

　　純経常行政コスト △ 3,913,529 △ 3,993,965

　　一般財源 3,746,983 3,817,701

　　　　地方税 3,102,727 3,793,736

　　　　地方交付税 49,754 11,284

　　　　その他 594,502 12,681

　　補助金等受入 700,748 829,197

　　臨時損益 0 △ 2,765

　　資産評価替えによる変動額 0 0

　　無償受贈資産受入 1,488 0

　　その他 0 0

期末純資産残高 28,734,539 28,198,849

自　平成２5年４月　１日
至　平成２6年３月３１日
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（４）【資金収支計算書】

（単位：千円）

Ｈ２５年度 前年度

経常的支出 3,028,557 3,231,648

経常的収入 4,085,808 4,659,509

経常的収支額 1,057,251 1,427,861

公共資産整備支出 931,647 1,334,671

公共資産整備収入 194,431 412,772

公共資産整備収支 △ 737,216 △ 921,899

投資・財務的支出 403,976 625,101

投資・財務的収入 69,192 63,864

△ 334,784 △ 561,237

翌年度繰上充用金増減額 0 0

当年度歳計現金増減額 △ 14,749 △ 55,275

期首歳計現金残高 559,139 614,414

期末歳計現金残高 544,390 559,139

投資・財務的収支

自　平成２5年４月　１日
至　平成２6年３月３１日

１　経常的収支の部

項　目

２　公共資産整備収支の部

３　投資・財務的収支の部
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○普通会計財務書類を活用した分析

① 社会資本形成の世代間負担比率

・これまでの世代の負担比率（％）＝純資産合計÷公共資産合計×１００

・将来世代の負担比率（％）＝地方債残高÷公共資産合計×１００

（単位：千円）

② 歳入額対資産比率

・歳入額対資産比率＝資産合計÷歳入総額（資金収支計算書の収入合計＋期首歳計現金残高）

（単位：千円）

　これまでの世代の負担比率は平均的な値５０％～９０％に対し１３3．０6％と高
く、将来世代の負担比率は平均的な値１５％～４０％に対し2．98％と低くなってい
ます。このことから、将来世代への負担は小さく、財政的に安全性が高いといえま
す。

将来世代の負担比率(Ｃ)/(Ａ)

項　目
歳入総額(Ａ)

6.20 5.24

809,143
133.06% 130.60%

2.98% 3.75%

平成２4年度平成２5年度項　目
21,594,483 21,591,471

これまでの世代の負担比率(Ｂ)/(Ａ)

　社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成割合をみることに
よって、これまでの世代（過去及び現世代）によってすでに負担された割合を見るこ
とができます。また、地方債残高に着目すれば、将来返済しなければならない、今後
の世代によって負担する割合を見ることができます。

　歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、形成されたストックである資
産は何年分の歳入が充当されたかを見ることができます。

28,734,539 28,198,849
642,807

公共資産合計(Ａ)
純資産合計(Ｂ)
地方債残高(Ｃ)

資産合計(Ｂ)
歳入額対資産比率(Ｂ)/(Ａ)

平成２5年度 平成２4年度
4,908,570 5,750,559

30,413,037 30,145,040

　資産の増加に対して歳入が減少したため、歳入額対資産比率は前年度より増加して
おり、平均的な値の３．０年～７．０年に対して、本村の値は６．２０年で平均値で
あるといえます。
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③ 有形固定資産の行政目的別割合

（単位：千円）

④ 資産老朽化比率

（単位：千円）

21,591,471 100.0%

895,745 4.1%
106,955 0.5%

2,012,133 9.3%

　貸借対照表に計上された有形固定資産の行政目的別割合をみることにより、行政分
野ごとの公共資産形成の比重を把握することができます。

　本村では、基盤整備である生活インフラ・国土保全の割合が４０．２％と最も高
く、次いで学校教育施設等の教育の割合が３７．０％となっており、その２つで全体
の７７％を占めています。

152,517 0.7%

・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

平成２5年度 平成２4年度

金額 構成比
平成２5年度

行政目的
平成２4年度

金額 構成比
8,680,804 40.2% 8,994,630 41.7%

7,617,329 35.3%
1,377,726 6.4%

586,953 2.7%

7,994,929 37.0%

2,076,785

①生活インフラ・国土保全
②教育
③福祉
④環境衛生

9.6%

564,554 2.6%

1,304,363 6.0%

項　目

　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
るかを把握することができます。

⑤産業振興
⑥消防
⑦総務
有形固定資産合計 21,594,483

820,531 3.8%

100.0%

21,594,483 21,591,471
4,708,031 4,663,158

有形固定資産(Ａ)
土地(Ｂ)

10,824,149 13,536,189
39.1% 44.4%

減価償却累計額(Ｃ)
資産老朽化比率(Ｃ)/((Ａ)－(Ｂ)＋(Ｃ))

　資産老朽化比率の平均的な値は３５％～５０％となっており、本村の値は３９．
１％で平均値の範囲でありますが、昨年度より５．３％減少しています。
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⑤ 受益者負担比率

・受益者負担比率（％）＝経常収益÷経常行政コスト×１００

（単位：千円）

⑥ 行政コスト対公共資産比率

・行政コスト対公共資産比率（％）＝経常行政コスト÷公共資産×１００

（単位：千円）

項　目 平成２5年度 平成２4年度

　行政コスト計算書における経常収益は、いわゆる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割合を算定することで、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(Ａ)/(Ｂ) 2.56% 2.16%

　行政コストの公共資産に対する比率を見ることで、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、あるいは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。

経常収益(Ａ) 102,702 88,238
経常行政コスト(Ｂ) 4,016,231 4,082,203

項　目 平成２5年度 平成２4年度
経常行政コスト(Ａ) 4,016,231 4,082,203
公共資産(Ｂ) 21,594,483 21,591,471
行政コスト対公共資産比率(Ａ)/(Ｂ) 18.6% 18.9%

　受益者負担比率の平均的な値２％～８％に対して、本村は２．５６％と低めの数値
となっています。

　行政コスト対公共資産比率の平均的な値は１０％～３０％となっており、本村の値
は18．６％でほぼ平均的なものとなっています。
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⑦ 行政コスト対税収等比率

（単位：千円）

※「経常行政コスト」は行政コスト計算書、「一般財源」及び「補助金等受け入れ」は純資産変動計算書の数値

⑧ 地方債の償還可能年数

（単位：千円）

3,993,965
一般財源(Ｂ) 3,746,983 3,817,701

行政コスト対税収等比率(Ａ)/((Ｂ)＋(Ｃ)) 91.9% 91.7%

補助金等受入（その他一般財源等の列）(Ｃ) 509,601

　純経常行政コストに対する一般財源等の比率を見ることによって、当年度に行われ
た行政サービスのコストから受益者負担分を除いた純経常行政コストに対して、どれ
だけが当年度の負担で賄われたかがわかります。

・行政コスト対税収等比率（％）＝純経常行政コスト÷（一般財源＋補助金等受入
　　　　　　　　　　　　　　　　（その他一般財源等の列））×１００

　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
できるかを表す指標で、借金の多寡や債務返済能力を測る指標です。

・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）

538,855

項　目 平成２5年度 平成２4年度
純経常行政コスト(Ａ) 3,913,529

項　目 平成２5年度 平成２4年度
地方債残高(Ａ) 642,807 809,143

15,300 10,300

経常的収支(Ｂ) 1,057,251 1,427,861
地方債発行額(Ｃ) 0 0

　地方債の償還可能年数の平均的な値（３年～９年）に対して、本村は０．６２年と
なっており、債務償還能力は平均より高いといえます。

　行政コスト対税収等比率の平均的な値は９０％～１１０％となっており、本村の値
は９１．９％と平均的であるといえます。

地方債の償還可能年数(Ａ)/((Ｂ)－(Ｃ)－(Ｄ)) 0.62 0.57

基金取崩額(Ｄ)
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【貸借対照表の用語解説】

解説

有形固定資産
土地や建物など、長期間にわたって行政サービスを提供す
るために使用されるもの

売却可能資産
公共資産のうち、遊休資産や未利用資産など、現在行政目
的のために使用されていないもの

投資及び出資金 公営企業や関係団体への出資金等

貸付金 関係団体への貸付金等

基金等
特定の目的のために資金を積立てる特定目的基金や特定の
目的のために定額の資金を運用する定額運用基金等

長期延滞債権
納付期限や回収期限から１年以上経過しているにもかかわ
らず、いまだ収入されていない債権

回収不能見込額
時効等の理由により回収が困難であると見込まれる地方税
や使用料・手数料等の額

現金預金

財政調整基金、減債基金、歳計現金等
財政調整基金や減債基金は、将来の不測の支出、地方債の
償還に備えて積み立てている基金
歳計現金は、その年度の収入から支出を差し引いた残高

未収金
決算における地方税等の収入未済額のうち、その年度に新
たに発生したもの

地方債
地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返
済が一会計年度を越えて行われるもの

長期未払金
既に物件の引渡しやサービスの提供を受けたものについて
まだ支払っていない額、あるいは債務保証や損失補償の履
行が決定した額など

退職手当引当金
職員が当該年度末時点で退職した場合に必要になる退職手
当の額であり、将来職員が退職した時点で支払う必要があ
る金額

損失補償等引当金
第三セクター等に係る損失補償債務であって、履行額が確
定していないもののうち、発生の可能性が高く、かつ、そ
の金額を合理的に見積もることが可能なもの

用語

公
共
資
産

投
資
等

流
動
資
産

資
産
の
部

固
定
負
債

負
債
の
部
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【貸借対照表の用語解説】

解説用語

翌年度償還予定地方債 地方債の借入金のうち翌年度に返済すべきもの

短期借入金
収支不足が発生した場合に翌年度の予算から前借りするこ
ととなるが、その前借り額（収支不足額）

未払金
固定負債の長期未払金が翌々年度以降の支出予定額に対
し、翌年度の支出予定額

翌年度支払予定退職手当 翌年度に支払うことが予定されている職員の退職手当

賞与引当金 翌年度に支給される賞与のうち当年度に発生した部分

公共資産等整備国県補助金
等

住民サービスを提供するための財産を取得した財源のうち
国・県から補助を受けた部分

公共資産等整備一般財源等
住民サービスを提供するための財産を取得した財源のうち
国県補助金等と（建設）地方債を除いた部分

その他一般財源等
公共資産等以外の資産から公共資産等整備財源以外の負債
を差し引いた額（翌年度以降使用できる財源）

資産評価差額
売却可能資産の取得価額と売却可能価額との差額や投資及
び出資金のうち市場価格のある有価証券の取得価額と時価
との差額など

純
資
産

純
資
産
の
部

流
動
負
債

負
債
の
部
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【行政コスト計算書の用語解説】

人件費

退職手当引当金繰入等

賞与引当金繰入等

物件費

維持補修費

減価償却費

社会保障給付

補助金等

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備
補助金等

支払利息

回収不能見込計上額

その他行政コスト

使用料

手数料

そ
の
他
の
コ
ス
ト

経
常
収
益

純経常行政コスト

用語

人
に
か
か
る
コ
ス
ト

物
に
か
か
る
コ
ス
ト

移
転
支
出
的
な
コ
ス
ト
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【行政コスト計算書の用語解説】

解説

職員の給与・各種手当等から退職手当と前年度賞与引当金を控除
した額

当該年度に退職手当引当金として新たに繰り入れた額
＜当年度退職手当引当金－前年度退職手当引当金＋退職手当＞

当該年度の賞与引当金として新たに繰り入れた額
＜当該年度貸借対照表の賞与引当金＞

行政サービスを行うために必要な消耗品・備品等の購入費、光熱
水費、委託料、旅費等

施設等の維持修繕に必要な経費

土地を除く有形固定資産の価値が、経年劣化等により減少したと
認められる額

児童手当の支給、高齢者や障害者への援護措置、生活保護などの
福祉的な経費

各種団体等への負担金及び補助金等

特別会計に対する財政支援(操出金)にかかる経費移転支出的なコ
スト

他団体及び民間への支出金により形成された資産への当該年度支
出金

地方債及び一時借入金の利子支払額

時効等の理由により回収が困難であると見込まれる地方税や使用
料・手数料等の額
＜不納欠損額＋回収不能見込額－前年度回収不能見込額＞

失業対策に要したコストや長期未払金及び未払金にかかるコスト

施設等を利用した際に徴収する金額の決算額

戸籍や住民票、税務証明の発行等の公の役務の提供に対し徴収す
る金額の決算額

経常行政コストの総額から、経常収益(使用料・手数料、分担
金・負担金・寄附金)を差し引いたもの
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【純資産変動計算書の用語解説】

用語

期首純資産残高

純経常行政コスト

一般財源

補助金等受入

臨時損益

資産評価替

期末純資産残高
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【純資産変動計算書の用語解説】

解説

前年度末の貸借対照表に計上されている純資産残高

行政コスト計算書のおける純計経常行政コスト

地方税、地方交付税及びその他行政コスト充当財源の合計額

国庫支出金及び都道府県支出金の受入額

経常的でない特別な事由に基づく損益の額

貸借対照表に計上された資産を評価することにより生じた評価差
額

今年度末の貸借対照表に計上された純資産残高
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【資金収支計算書の用語解説】

用語

経常的収支

公共資産整備収支

投資・財務的収支
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【資金収支計算書の用語解説】

解説

日常の行政活動による資金収支の状況（人件費や物件費などの支
出と税収や手数料などの収入を計上）

公共事業に伴う資金の使途とその財源の状況（公共資産の整備な
どによる支出とその財源である補助金・借金などによる収入を計
上）

投資活動や借金の返済（財務活動）による資金の出入りの状況
（出資、貸付、基金の積み立て、借金の返済などによる支出とそ
の財源である補助金、借金、貸付金元金の回収などの収入を計
上）
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