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○はじめに 

地方公会計制度とは 

 地方公共団体の会計方式（単式簿記・現金主義）は、現金の収入・支出という事実に着目し

て整理されており、客観性と予算の適正・確実な執行の管理という面において優れています

が、土地や建物、借入金などの資産や負債のストック情報が蓄積されず、また年度ごとの実質

的なコストの把握が困難であるといった問題がありました。 

 そこで「地方公会計制度」として、民間企業の会計方式（複式簿記・発生主義）の考え方を地

方公共団体にも取り入れる取組みが進められてきました。この会計制度により作成された財務

書類は、現金主義会計では見えにくいストック情報、コストの情報を備えており、かつこれらの

情報を総体的・一覧的に把握することができます。 

「統一的な基準」への対応について 

 本市では、平成１９年度決算から財政状況を的確に把握し、市民にわかりやすく公表するた

め、「総務省方式改訂モデル」に基づき普通会計決算による貸借対照表、行政コスト計算書、

純資産変動計算書、資金収支計算書を作成してきました。しかしながら、財務書類の作成に

おいては、基準モデルや改訂モデルなど複数の方式が存在するため他団体との比較が困難

であること、また公共施設等のマネジメントへの活用に繋がりにくいことなどが課題となっていま

した。 

こうした課題に対応するため、平成 26年度に、国から新たな作成基準である「統一的な基

準」への移行が要請されました。このことにより、すべての地方公共団体が複式簿記の導入・

固定資産台帳の整備を行い、また同じ基準に基づいて財務書類を作成することとなりました。 

 本市においてもこの要請に基づき、平成 28年度決算分より「統一的な基準」に基づく財務

書類の作成・公表を行うこととします。 
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１． 財務書類の作成範囲および作成基準について 

○財務書類の作成範囲 

平成 28 年度における財務書類は、「一般会計等」と公営事業会計などの特別会計や公営企

業会計を合わせた「全体会計」、本市が関係する関連団体を含めた「連結会計」の 3つの区分で

作成します。 

※簡易水道事業特別会計・公共下水道事業特別会計は、平成 29年度現在地方公営企業法 

への適用化移行中のため、内部連結の対象外としています。 

※一部事務組合・広域連合は、全て比例連結の対象としています。 

※第三セクター等は、市の出資（出えんを含む。）比率が 50％超の団体および本市が業務運 

営に関与していると認められる団体について、全部連結の対象としています。 

※この資料では一般会計等の財務書類のみ掲載し、その数値による説明と分析を行っています。 

  全体会計および連結会計についても考え方は同様です。 

○作成基準 

  作成基準日は、平成 29年 3月 31 日です。 

  出納整理期間（平成 29 年 4 月 1 日から 5 月 31 日まで）の入出金については作成基準日ま

でに終了したものとして処理しています。 

・井原市土地開発公社

・社会福祉法人小田・後月三友会

・岡山県井原地区清掃施設組合

・井原地区消防組合

・岡山県西部衛生施設組合

・井笠地区農業共済事務組合

・岡山県市町村総合事務組合

・岡山県後期高齢者医療広域連合

・岡山県広域水道企業団

・国民健康保険事業特別会計（保険事業勘定）

・国民健康保険事業特別会計（直営診療事業勘定）

・簡易水道事業特別会計（法適移行中）

・後期高齢者医療事業特別会計

・公共下水道事業特別会計（法適移行中）

・介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

・介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）

・井原市水道事業会計

・井原市病院事業会計

・井原市工業用水道事業会計

・一般会計

・住宅新築資金等貸付事業特別会計

・美星地区畑地かんがい給水事業特別会計

一般会計等

全体会計

連結会計
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２． 財務書類について 

○貸借対照表（BS：Balance Sheet）とは 

 年度末時点で所有する「資産」「負債」「純資産」の残高を示し、本市の財政状態を明らかにする

ものです。 

資産の部は、資金や金融資産と将来の世代に引き継ぐ社会資本の金額を示すものです。また

負債の部は、将来世代が負担しなければならない金額を示しています。純資産の部は、これまで

の世代が負担した金額を示しています。 

○行政コスト計算書（PL：Profit and Loss statement）とは 

1 年間の行政活動のうち福祉サービスや職員の人件費など資産形成に結びつかない行政サ

ービスに係るコストと使用料や手数料等の収益を示すものです。 

○純資産変動計算書（NW：Net Worth statement）とは 

貸借対照表のうち「純資産」の部に計上されている数値が、1 年間でどのように変動（増減）した

かを示すものです。 

○資金収支計算書（CF：Cash Flow statement）とは 

1 年間の行政活動に伴う資金増減を、「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」

の３つに区分して表すことで、平成 28 年度において、どのような活動に資金が必要であったかを

明らかにするものです。 

資産 負債

うち
現金預金

純資産 本年度末残高

【財務書類４表の相互関係】

 +本年度末
    歳計外現金残高

純行政コスト

前年度末残高

純行政コスト

財源

固定資産等の変動

本年度末残高

資金収支計算書貸借対照表

経常費用

経常収益

臨時損失

臨時利益

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支

前年度末残高

行政コスト計算書 純資産変動計算書

-2-



（１）貸借対照表 

貸借対照表とは、住民サービスを提供するために保有している資産と、その資産をどのような

財源で調達してきたかを総括的に対照化した一覧表です。年度末時点で所有する「資産」「負

債」「純資産」の残高を示しており、左側を借方、右側を貸方といいます。 

「資産の部」は、資金や金融資産と将来の世代に引き継ぐ社会資本の金額を示すものです。

「負債の部」は、将来世代が負担しなければならない金額を示しています。「純資産の部」は、これ

までの世代が負担した金額を示しています。 

貸借対照表は、「資産」合計額と「負債」「純資産」の合計額が一致し、左右がバランスしている

表であることからバランスシートとも呼ばれています。 

[貸借対照表による財務分析] 

 本市においては平成 28年度時点で資産額が 1,374 億円、負債額が 219 億円あり、資産のうち

約 15.9％が将来世代への負担で形成されています。また、純資産額は 1,155 億円あり、資産のう

ち約 84.1％が現役世代の負担で形成されています。 

① 社会資本形成の世代間負担比率 

・社会資本形成の過去及び現世代負担比率＝純資産合計/資産合計 

115,519,683 千円÷137,373,755 千円×100＝84.1％                                   

・社会資本形成の将来世代負担比率＝地方債残高/有形固定資産合計 

18,277,950 千円÷117,817,555 千円×100＝15.5％ 

  過去及び現世代負担比率は５０％～９０％、将来世代負担比率は１５％～４０％が平均的な値

であり、本市は概ね平均的な比率となっています。今後も、世代間の負担の公平化に配慮した計

画的な事業執行を行っていく必要があります。 

② 歳入額対資産比率＝資産合計/（本年度収入合計+前年度末資金残高） 

 137,373,755 千円÷（19,310,543 千円＋692,708 千円）＝6.86 年 

本年度の歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、これまでに形成した資産が、歳

入の何年分に相当するかを示しています。 
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＜一般会計等＞ 【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 128,545,113   固定負債 19,510,851

    有形固定資産 117,817,555     地方債 16,388,811

      事業用資産 30,523,622     長期未払金 -

        土地 20,771,442     退職手当引当金 3,121,452

        立木竹 -     損失補償等引当金 588

        建物 31,875,915     その他 -

        建物減価償却累計額 -22,375,644   流動負債 2,343,220

        工作物 144,123     １年内償還予定地方債 1,889,139

        工作物減価償却累計額 -4,966     未払金 216

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 186,435

        航空機 -     預り金 267,431

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 21,854,071

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 112,752   固定資産等形成分 136,616,585

      インフラ資産 87,114,470   余剰分（不足分） -21,096,902

        土地 8,251

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 233,873,444

        工作物減価償却累計額 -146,777,911

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,685

      物品 1,045,514

      物品減価償却累計額 -866,050

    無形固定資産 49,130

      ソフトウェア 49,130

      その他 -

    投資その他の資産 10,678,428

      投資及び出資金 806,073

        有価証券 49,442

        出資金 756,632

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 318,366

      長期貸付金 268,085

      基金 9,308,063

        減債基金 -

        その他 9,308,063

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,159

  流動資産 8,828,642

    現金預金 668,701

    未収金 55,002

    短期貸付金 59,814

    基金 8,011,658

      財政調整基金 6,991,913

      減債基金 1,019,745

    棚卸資産 37,379

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,912 純資産合計 115,519,683

資産合計 137,373,755 負債及び純資産合計 137,373,755

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

-4-



（２）行政コスト計算書 

行政コスト計算書とは、1年間の行政活動のうち福祉サービスや職員の人件費など資産形成

に結びつかない行政サービスに係るコストと使用料や手数料等の収益を示すもので、「経常費

用」「経常収益」「臨時損失」「臨時利益」の区分で表示されます。 

 「経常費用」「経常収益」は、毎年度経常的に発生する費用および収益を表しており、両者の差

額が「純経常行政コスト」として表示されます。 

また、「臨時損失」「臨時利益」は、臨時的に発生する収益・費用を表します。「純経常行政コス

ト」に「臨時損失」を加えたのち、「臨時利益」を差し引いたものが「純行政コスト」として表示されま

す。 

[行政コスト計算書による財務分析] 

本市においては、平成 28年度の純経常行政コストが 203 億円であり、これは自治体を 1年間

運営する経常的なコストが 203 億円かかることを表しています。また、資産の解体費用や除売却

等の臨時的な経費が 1億円あり、1年間の純粋なコストである純行政コストが 204 億円となってい

ます。 

① 受益者負担比率 

  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、受益者負担の水準を表すことができます。 

・受益者負担比率＝経常収益/経常費用 

938,763 千円÷21,191,292 千円×100＝4.4％  

 受益者負担比率の平均的な値は２％～８％であり、本市は概ね平均的な値となっています。引

き続き適正な使用料、受益者負担となるよう努めます。 

② 行政コスト対税収等比率 

  当年度に行われた行政サービスのコストに対して、どれだけが当年度の負担で賄われたかを

表します。比率が１００％を下回る場合は、翌年度へ引き継ぐ資産が蓄積されたか、あるいは負担

が軽減されたことを表し、逆に１００％を上回る場合は、過去から蓄積した資産が取り崩されたか、

あるいは翌年度以降へ引き継ぐ負担が増加したことを表します。 

・行政コスト対税収等比率＝純経常行政コスト/財源等（税収等＋国県等補助金） 

  20,252,529 千円÷16,785,639 千円×100＝120.7％    

行政コスト対税収等比率の平均的な値は９０％～１１０％となっています。本市では、行政コスト

が財源等を上回っており、コスト超過となっています。今後も行政コストの節減を行うとともに、市

税収納率の向上等財源確保に努める必要があります。 
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＜一般会計等＞ 【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 166

純行政コスト 20,353,978

    その他 -

  臨時利益 8,524

    資産売却益 8,358

    資産除売却損 14,850

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 20,252,529

  臨時損失 109,974

    災害復旧事業費 95,123

  経常収益 938,763

    使用料及び手数料 318,955

    その他 619,808

      社会保障給付 2,299,210

      他会計への繰出金 2,653,092

      その他 4,701

        その他 82,882

    移転費用 9,101,273

      補助金等 4,144,270

      その他の業務費用 253,533

        支払利息 158,707

        徴収不能引当金繰入額 11,943

        維持補修費 588,337

        減価償却費 4,804,399

        その他 13,992

        その他 403,350

      物件費等 8,494,946

        物件費 3,088,218

        職員給与費 2,751,757

        賞与等引当金繰入額 186,435

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 21,191,292

    業務費用 12,090,019

      人件費 3,341,541

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額
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（３）純資産変動計算書 

純資産変動計算書とは、貸借対照表のうち、「純資産」の部に計上されている数値が 1年間で

どのように変動（増減）したかを示すものです。「本年度差額」と「固定資産等の変動（内部変

動）」、「その他」の区分で表示されます。 

「純行政コスト（△）」は、行政コスト計算書によって計算した行政サービスに対するコストの財源

不足を表しており、この数値と「財源」との差額が「本年度差額」となります。 

「固定資産等の変動（内部変動）」は、有形固定資産・無形固定資産や貸付金・基金等の増減

を示しており、固定資産形成分と余剰分（不足分）で正負が必ず逆になります。 

 「その他」は、その他有価証券の評価差額を表す「資産評価差額」と固定資産の寄附入出、調

査判明等による増減を表す「無償所管換等」、さらに、これら以外の固定資産形成分と余剰分（不

足分）の増減を表す「その他」に区分されます。 

[純資産変動計算書による財務分析] 

本市においては、純行政コストから財源を差引いた数字である平成 28年度の「本年度差額」

が▲35億 7千万円であり、税収等や国県等補助金の財源で１年間のコストを賄いきれなかった

ことを表しています。 

また、固定資産の寄附等による無償所管替等を加えた本年度純資産変動額が▲34 億 5千万

円あり、純資産額が前年度に比べて減少していることを表しています。 
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＜一般会計等＞ 【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 118,967,740 140,417,153 -21,449,413

  純行政コスト（△） -20,353,978 -20,353,978

  財源 16,785,639 16,785,639

    税収等 13,565,595 13,565,595

    国県等補助金 3,220,044 3,220,044

  本年度差額 -3,568,339 -3,568,339

  固定資産等の変動（内部変動） -3,917,147 3,917,147

    有形固定資産等の増加 1,097,916 -1,097,916

    有形固定資産等の減少 -4,819,249 4,819,249

    貸付金・基金等の増加 234,362 -234,362

    貸付金・基金等の減少 -430,175 430,175

  資産評価差額 1,925 1,925

  無償所管換等 118,357 118,357

  その他 - -3,704 3,704

  本年度純資産変動額 -3,448,057 -3,800,568 352,511

本年度末純資産残高 115,519,683 136,616,585 -21,096,902

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日
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（４）資金収支計算書 

資金収支計算書とは、1 年間の資金の流れを示すもので、収入と支出を性質別に区分して、ど

のような活動に資金が使われたかを明らかにします。「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務

活動収支」の区分で表示されます。 

「業務活動収支」とは、税収や使用料の収入や人件費、物件費等の支出等の投資活動・財務

活動以外の現金の収入及び支出を表します。 

「投資活動収支」とは、固定資産の取得、基金の積み立てによる支出や固定資産の売却、基

金の取崩による収入等の投資的な活動における現金の収入および支出を表します。 

「財務活動収支」とは、地方債の借り入れによる収入や地方債の償還による支出等の資金の調

達及び返済による財務的な活動における現金の収入および支出を表します。 

[資金収支計算書による財務分析] 

本市においては、平成28年度の業務活動収支が7億 8千万円、投資活動収支が▲5億 2千

万円であり、投資活動の支出を業務活動で賄えていることを表しています。 

また、財務活動収支は▲5 億 5 千万円であり、借金である地方債等の残高が減少していること

を表しています。 

○基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

＝業務活動収支－（△支払利息支出）＋投資活動収支 

 779,974 千円－（△158,707 千円）＋（△520,835 千円）＝417,846 千円 

 地方債等の元利償還額を除いた歳出と地方債等発行収入を除いた歳入の収支を示しており、

政策的経費を税収等でどれだけまかなえているかを表す指標です。 

この値が均衡している場合には、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言われています。 

今年度の基礎的財政収支は4億 1,784万 7,000円でプラスとなっていますが、今後、単年度の

地方債発行額によってはマイナスに転じることもあり得るため、業務支出や投資支出を抑制して

負債額を減らし、健全財政の維持に努めていくことが必要であるといえます。 
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＜一般会計等＞ 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 264,780

本年度歳計外現金増減額 2,650

本年度末歳計外現金残高 267,431

本年度末現金預金残高 668,701

    その他の収入 -

財務活動収支 -550,578

本年度資金収支額 -291,438

前年度末資金残高 692,708

本年度末資金残高 401,270

  財務活動支出 1,946,554

    地方債償還支出 1,946,554

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,395,976

    地方債発行収入 1,395,976

    貸付金元金回収収入 67,238

    資産売却収入 12,048

    その他の収入 -

投資活動収支 -520,835

【財務活動収支】

    貸付金支出 75,414

    その他の支出 -

  投資活動収入 878,801

    国県等補助金収入 371,244

    基金取崩収入 428,270

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,399,636

    公共施設等整備費支出 1,097,916

    基金積立金支出 223,948

    投資及び出資金支出 2,358

  臨時支出 95,123

    災害復旧事業費支出 95,123

    その他の支出 -

  臨時収入 24,791

業務活動収支 779,974

  業務収入 17,035,766

    税収等収入 13,554,898

    国県等補助金収入 2,824,009

    使用料及び手数料収入 321,299

    その他の収入 335,560

    移転費用支出 9,101,093

      補助金等支出 4,144,270

      社会保障給付支出 2,299,210

      他会計への繰出支出 2,653,092

      その他の支出 4,521

    業務費用支出 7,084,366

      人件費支出 3,155,106

      物件費等支出 3,690,547

      支払利息支出 158,707

      その他の支出 80,006

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 16,185,459
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３．まとめ 

平成 28 年度決算の財務書類４表より、本市の各種負担比率等は平均的な値となっており、比

較的良好な財政状況を維持しているといえます。しかし、人口の減少・高齢化の加速により地方

税の飛躍的な増収が見込めないなか、合併算定替特例期間終了により地方交付税が段階的に

減額されるなど、依存財源に頼らざるを得ない本市においては、今後一層深刻な歳入不足に陥

ることが予想されます。 

そのため、引き続き、産業振興・移住定住施策等による市税の増収、適正な受益者負担の見

直しを行い、自主財源の確保に努めていかなくてはなりません。また、効率的な行政運営に加え、

情勢の変化に的確かつ機動的に対応しながら、従来にも増して歳出全体の徹底した洗い直しを

行い、制度・施策の抜本的な見直しや優先順位に基づいた厳しい選択を行うことにより、予算配

分の重点化・効率化を実施し、社会経済情勢の変化を踏まえ緊要と考えられる施策等に必要な

経費の確保を図る必要があります。 

今後は、「統一的な基準」による財務書類の作成を通じて財政状況をより多面的に把握すると

ともに、他団体との比較・検討を行うことで、本市の財政状況の特徴や課題を明らかにし、健全な

財政運営に努めてまいります。 
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４．勘定科目用語解説 

●貸借対照表 

勘定科目 内容説明 

【資産の部】  

固定資産 土地や建物などで 1 年を超えて利用する資産 

有形固定資産 固定資産のうち目に見える資産 

事業用資産 インフラ資産及び物品以外の有形固定資産 

  土地 庁舎、福祉施設、教育施設等の土地 

  立木竹 地面から生えている立木と立竹 

  建物 庁舎、福祉施設、教育施設など 

  工作物 プール、テニスコート、ごみ処理施設など 

  船舶 水上を航行する乗り物 

  浮標等 浮標、浮桟橋、（船舶の修理の）浮きドック 

  航空機 人が乗って空を飛ぶことができる乗り物 

  その他 事業用資産のうち勘定科目に該当がない資産 

  建設仮勘定 建設中の事業用資産に支出した金額 

 インフラ資産 道路、河川、港湾、公園、防災（消防施設を除く）、上下水道施設に限定される 

  土地 インフラ資産とされた施設等の底地 

  建物 インフラ資産とされた施設等の建物 

  工作物 道路、公園、護岸工事、橋りょう、上下水道など 

   その他 上記外のインフラ資産 

  建設仮勘定 建設中のインフラ資産に支出した金額 

 物品 車両、物品、美術品 

無形固定資産 物的な存在形態をもたない資産、地上権、著作権、特許権など 

 ソフトウェア 研究開発費に該当しないソフトウェア製作費 

 その他 ソフトウェアを除く無形固定資産 

投資その他の資産 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、徴収不能

引当金など 

投資及び出資金 有価証券、出資金など 

有価証券 株券、公債証券などの債権等 

  出資金 公有財産として管理されている出資等 

 その他 有価証券、出資金を除く投資及び出資金 

投資損失引当金 投資及び出資金の実質価額が著しく低下した場合に計上する引当金 

長期延滞債権 滞納繰越調定収入未済分（債権としての金額が確定していて、入金となっていないも

の） 

長期貸付金 貸付金のうち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基金以外の基金 
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減債基金 地方債の償還のための積立金で、流動資産に区分されるもの以外 

 その他 減債基金及び財政調整基金以外の基金 

徴収不能引当金 投資その他の資産のうち、徴収不能実績率などにより算定した引当金 

流動資産 資産のうち、通常 1 年以内に現金化、費用化できるもの 

現金預金 現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

未収金 現年度に調定し現年度に収入未済のもの 

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 財政調整基金及び減債基金のうち流動資産に区分されるもの 

財政調整基金 財政の健全な運営のための積立金 

 減債基金 地方債の償還のための積立金 

棚卸資産 売却を目的として保有している資産 

その他 上記及び徴収不納引当金以外の流動資産 

徴収不能引当金 未収金等のうち回収の見込みがないと見積もった金額 

【負債の部】  

固定負債 支払期限が 1年を超えて到来する負債 

地方債等 地方債のうち償還予定が 1年超のもの 

長期未払金 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のもの 

退職手当引当金 年度末に全職員が自己都合で退職した場合に支払うべき金額から、外部に積み立

てている金額を差し引いた金額 

損失補償等引当金 第三セクター等の債務のうち、将来自治体の負担となる可能性があると見積もった金

額 

その他 上記以外の固定負債 

流動負債 支払期限が 1年以内に到来する金額 

1 年内償還予定地方債等 地方債のうち、翌年度償還を予定しているもの 

未払金 支払義務が確定している金額 

未払費用 支払義務が到来していないが、既に提供された役務に対して未払いの金額 

前受金 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金額 

前受収益 未だ提供していない役務に対して支払いを受けている金額 

賞与等引当金 翌年度支払いが予定されている賞与等のうち、当年度負担分の金額 

預り金 第三者からの預り金 

その他 上記以外の流動負債 

【純資産の部】  

固定資産等形成分 資産形成のために充当した資源の蓄積、自治体が調達した資源を充当して資産形

成を行った場合で、その資産の残高（減価償却累計額の控除後） 

余剰分（不足分） 自治体の費消可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭の形態で保有 
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●行政コスト計算書 

勘定科目 内容説明 

経常費用 毎会計年度、経常的に発生する費用 

 業務費用 人件費、物件費等、その他の業務費用 

  人件費 職員給料などの人にかかる費用 

   職員給与費 職員等に対しての勤労の対価や報酬として支払われる費用 

   賞与等引当金繰入額 賞与等引当金の当該年度発生額 

   退職手当引当金繰入額 退職手当引当金の当該年度発生額 

   その他 上記外の人件費 

  物件費等 物件費、維持補償費、減価償却費など 

     物件費 職員旅費、委託料、消耗品費など 

   維持補修費 資産の機能維持のために必要な修繕費等 

   減価償却費 使用や時間の経過に伴う資産の価値減少額 

   その他 上記以外の物件費等 

  その他の業務費用 支払利息、徴収不能引当金繰入額等 

   支払利息 地方債等にかかる利息負担金額 

   徴収不能引当金繰入額 徴収不能引当金の当該年度発生額 

   その他 上記以外の業務費用 

  移転費用 経常的に発生する非対価性の支出 

   補助金等 政策目的による補助金等 

   社会保障給付 社会保障給付としての扶助費等 

   他会計への繰出金 他会計への繰出金 

   その他 上記以外の移転費用 

 経常収益 毎会計年度、経常的に発生する収益 

  使用料及び手数料 使用料、手数料の形で徴収する金銭 

  その他 上記以外の経常収益 

純経常行政コスト 毎会計年度、経常的に発生する行政コスト（経常収益－経常費用） 

 臨時損失 臨時に発生する費用 

  災害復旧事業費 災害復旧にかかる費用 

  資産除売却損 資産を売却して損失が発生した場合の金額 

  投資損失引当金繰入額 投資損失引当金の当該年度発生額 

  損失補償等引当金繰入額 損失補償費引当金の当該年度発生額 

  その他 上記以外の臨時損失 

臨時利益 臨時に発生する利益 

 資産売却益 資産を売却した際に、売却額が帳簿価格を上回る金額 

 その他 上記以外の臨時収益 

純行政コスト 純経常行政コスト－臨時損失＋臨時収益 
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●純資産変動計算書 

勘定科目 内容説明 

前年度末純資産残高 前年度末の純資産の残高 

 純行政コスト（△） 行政コスト計算書で計算された費用に関する財源措置 

 財源 純資産の財源をどのように調達したかの分類 

  税収等 地方税、地方交付税及び地方譲与税等 

  国県等補助金 国庫支出金及び都道府県支出金等 

 本年度差額 前年度純資産残高－純行政コスト+財源 

 固定資産等の変動（内部変動） 有形固定資産等の増加や減少、貸付金・基金等の増加や減少を再

掲 

  有形固定資産等の増加 有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有資産の増加額

または有形固定資産及び無形固定資産の形成のために支出した

金額 

有形固定資産等の減少 有形固定資産及び無形固定資産減価償却費相当額及び除売却

による減少額、または有形固定資産及び無形固定資産の売却収入

（元本分）、除却相当額及び自己金融効果を伴う減価償却相当額 

  貸付金・基金等の増加 貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額または新たな貸付

金・基金等のために支出した金額 

  貸付金・基金等の減少 貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額または貸付金の償

還収入及び基金の取崩収入相当額 

 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 

 その他 上記以外の純資産及びその他内部構成の変動 

 本年度純資産変動額 「本年度差額」「資産評価額」「無償所管換等」「その他」を増減した

金額 

本年度末純資産残高 「前年度末純資産残高」に「本年度純資産変動額」を増減した金額 
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●資金収支計算書 

勘定科目 内容説明 

業務支出 自治体の運営上、毎年度経常的に支出されるもの 

  業務費用支出 人件費、物件費、支払利息などの支出 

   人件費支出 議員歳費、職員給料、退職金などの支出 

   物件費等支出 物品購入費、維持修繕費、業務費などの支出 

   支払利息支出 地方債等に係る支払利息の支出 

   その他の支出 上記以外の業務費用支出 

 移転費用支出 経常的に発生する非対価性の支出 

   補助金等支出 各種団体への補助金等に係る支出 

   社会保障給付支出 生活保護費などの社会的給付に係る支出 

   他会計への繰出支出 他の会計への繰出に係る支出 

   その他の支出 上記以外の移転支出 

業務収入 市政運営上、毎年度経常的に収入されるもの 

  税収等収入 住民税や固定資産税などの収入 

  国県等補助金収入 国県等からの補助金のうち、業務支出の財源に充当した

収入 

  使用料及び手数料収入 使用料及び手数料の収入 

  その他の収入 上記以外の業務収入 

臨時支出 災害復旧事業費などの支出 

  災害復旧事業費支出 災害復旧事業費に係る支出 

  その他の支出 災害復旧事業費以外の臨時支出 

臨時収入 臨時にあった収入 

業務活動収支 （「業務収入」－「業務支出」）+（「臨時収入」－「臨時支

出」） 

 【投資活動収支】  

  投資活動支出 投資活動に係る支出 

   公共施設等整備費支出 有形固定資産等形成に係る支出 

   基金積立金支出 基金積立に係る支出 

   投資及び出資金支出 投資及び出資金に係る支出 

   貸付金支出 貸付金に係る支出 

   その他の支出 上記以外の投資活動支出 

  投資活動収入 投資活動に係る収入 

国県等補助金収入 国県等補助金のうち、投資活動支出の財源に充当した収

入 

    基金取崩収入 基金取崩による収入 
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    貸付金元金回収収入 貸付金に係る元金回収収入 

    資産売却収入 資産売却による収入 

    その他の収入 上記以外の投資活動収入 

投資活動収支 「投資活動収入」－「投資活動支出」 

 【財務活動収支】  

 財務活動支出 地方債償還に係る支出など 

  地方債等償還支出 地方債に係る元本償還の支出 

  その他の支出 地方債償還支出以外の財務活動支出 

 財務活動収入 地方債発行による収入など 

  地方債等発行収入 地方債発行による収入 

  その他の収入 地方債発行収入以外の財務活動収入 

財務活動収支 「財務活動収入」－「財務活動支出」 

本年度資金収支額 「業務活動収支」＋「投資活動収支」＋「財務活動収支」 

前年度末資金残高 前年度末の資金残高 

本年度末資金残高 「前年度末資金残高」＋「本年度資金収支額」 

前年度末歳計外現金残高 前年度の歳計外現金残高 

本年度歳計外現金増減額 本年度の歳計外現金の増減額 

本年度歳計外現金残高 「前年度歳計外現金残高」+「本年度歳計外現金増減額」 

本年度現預金残高 「本年度資金残高」＋「本年度歳計外現金残高」 
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