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第１．概要  

1. はじめに  

現在、自治体に新地方公会計制度導入が進められようとしています。これは、民間企業で用いられる財務

書類の作成に取り組み、現在の「歳入歳出決算書」などのフローを中心とした現金主義の会計制度に加えて、

発生主義や複式簿記の考え方を用いた企業会計的手法により、地方公共団体の財政を把握・分析しようと

するものです。その目的は、財務書類を用いて効率的な行財政運営を目指すとともに、財政状況について町

民の皆さんにより分かりやすく説明することにあります。 

平成18年8月に、総務省において「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」が策定

され、主として地方自治体の資産・債務管理改革に資する観点から、「純資産変動計算書」や「資金収支計

算書」を加えた財務書類4表の作成とともに、公営事業会計や一部事務組合、第三セクター等まで含めた連

結ベースでの財務書類の整備の必要性が示されました。また、「新地方公会計制度研究会報告書」及び「新

地方公会計制度実務研究会報告書（以下、「実務研究会報告書」という。）」が公表され、新しい基準に基づく

地方公会計のモデルが示されました。 これを受けて、勝央町では、平成20年度決算分から、実務研究会報

告書等で示された作成モデルのうち、総務省方式改訂モデルに従って、普通会計の財務書類4表（貸借対照

表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書）を作成に着手し、平成21年度決算分につ

いても今回まとめることができました。また、普通会計以外の勝央町内部会計すべてや、一部事務組合・第

三セクターとの連結（結合）財務書類についても作成しました。  

2. 新地方公会計制度の意義  

現在の公会計制度は、歳入歳出などの財政状況を明らかにし、財政上の責任を明確にすることを目的と

して設計されていることから、予算の執行や現金収支の把握には適したものとなっています。その反面、これ

までに資産がどの程度形成されていて、その財源の内訳がどのようになっているのかについての情報（スト

ック情報）が不十分であると指摘されています。また、現金主義に基づく公会計制度においては、現金支出

以外に発生している行政コスト（減価償却費など）を把握することが出来ません。 そこで、民間企業会計の

発生主義の考え方を導入し、これらのストック情報やコスト情報を明らかにすることを目的として新地方公会

計制度が導入されました。新しい地方公会計制度では、遊休資産を売却可能資産として時価評価すること

や、債権（貸付金や未収金など）の回収不能見込額を算定するなど、主に資産評価の面に改良が加えられ

ています。また、新たに加えられた「純資産変動計算書」では、資産に対する財源構成の変化などを表すこと

ができるような工夫がなされています。  

平成19年6月には「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下、｢財政健全化法｣という。)」が公布

され、行財政運営における一層の透明性や説明責任が求められています。新地方公会計制度に基づく財務

書類の作成、分析を通じて、財政状況を町民にとって分かりやすく公表するとともに、財政面から見た勝央

町の特徴や課題を明らかにし、行政経営の意思決定や資産・債務の適切な管理に活用していくことは、将来

に向けて展望が持てる住み良いまちづくりに資する点で、大変意義があるものと考えられます。 

まだ、3年度目ということで、財務書類作成のなかで例えば売却可能資産の計上など一部行うことができ

ませんでした。その点を了承いただき以下ご覧頂きたいと思います。 
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3. 財務書類とは  

財務書類は、前記のとおり、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書の

4表から構成されていますが、この4表の関係を図示すると次のようになります。 

 

期首純資産残高

純行政コスト

一般財源、補助金受入等

資産評価替え等

期末純資産残高

収入

支出

資金増減額

期首資金残高

期末資金残高

貸借対照表

資産 負債

純資産

…

…

資金

…

行政コスト計算書

行政コスト

収益

純行政コスト

｜

＝

純資産変動計算書

｜

＋

±

資金収支計算書

｜

＝

＋

＝ ＝

期首純資産残高

純行政コスト

一般財源、補助金受入等

資産評価替え等

期末純資産残高

収入

支出

資金増減額

期首資金残高

期末資金残高

貸借対照表

資産 負債

純資産

…

…

資金

…

行政コスト計算書

行政コスト

収益

純行政コスト

｜

＝

純資産変動計算書

｜

＋

±

資金収支計算書

｜

＝

＋

＝ ＝

 

 

第２．財務書類の作成基準 

1. 作成モデル  

実務研究会報告書等で示された「総務省方式改訂モデル」により作成しました。  

2.対象会計の範囲  

普通会計財務書類、勝央町内部会計全体財務書類、連結財務書類を作成しています。地方自治体の全

ての会計を対象とすることはもちろんのこと、地方自治体が加入している一部事務組合や広域連合、さらに

第三セクター等も含めて算定しています。  

  ただし、一部事務組合や広域連合は、加入している全団体の負担金割合等で按分されたものを連結

計上しています。 
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《勝央町連結財務書類の対象図》 

 【勝央町内部会計】 

 

 

勝央町一般会計 

 

 

勝央町住宅新築資金等貸付事業特別会計 

勝田郡介護認定等審査会特別会計 

勝田郡障害者地域生活支援事業特別会計 

普
通
会
計 

勝央町国民健康保険事業勘定特別会計 

勝央町老人保健特別会計 

勝央町介護保険特別会計 （保険勘定・サービス勘定） 

勝央町後期高齢者医療特別会計 

【
勝
央
町
】 

特
別
会
計 

勝央町上水道事業会計 

勝央町公共下水道事業特別会計（公共・特環） 

勝央町農業集落排水事業特別会計 

勝央町宅地造成事業特別会計 

 

う
ち
公
営
企
業
会
計 

公
営
事
業
会
計 

【一部事務組合・広域連合】 

岡山県市町村総合事務組合（消防・非公災・福利） 

岡山県後期高齢者広域連合 

岡山県広域水道企業団 

岡山県市町村税整理組合 

津山広域事務組合 

津山圏域消防組合 

勝英衛生施設組合 

津山圏域東部衛生施設組合 

勝英農業共済事務組合 

勝田郡老人福祉施設組合 

津山圏域資源循環施設組合 

【第三セクター】 

（有）アグリスポット岡山 

（財）金太郎スポーツ振興財団 
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3.作成基準日  

平成22年度末日（平成23年3月31日）を作成基準日としています。なお、出納整理期間（平成23年4月1日

～平成23年5月31日）における収入支出については、作成基準日までに終了したものとして処理しています。  

4. 作成基礎データ  

原則として、町会計のうち決算統計データのある会計は、昭和44年度以降の決算統計の数値を用いてい

ます。一部事務組合は、組合より財務書類を頂いたものを連結按分しています。第三セクターについては、

平成22年度決算書類を基礎データとし出資割合で按分しています。各会計間の内部取引については、相殺

消去を行っています。 

 

第３．普通会計財務書類 

1. 貸借対照表  

(1) 貸借対照表とは 

 貸借対照表とは、自治体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）とその資産を

どのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に表しています。資産合計と負債・純資産

合計が一致し、左右がバランスしていることからバランスシートとも呼ばれています。 

(2)貸借対照表の構成要素（資産・負債・純資産） 

 貸借対照表は、下記のように資産、負債及び純資産から構成されています。 

 

   

純資産

資 産

行政サービス
提供能力

将来キャッシュフロー

過去世代の負担
国・都道府県の負担

財産 財源

負 債 将来世代の負担
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（3）勝央町普通会計の貸借対照表 
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【資産の内訳】 

「資産」は大きく公共資産、投資等、流動資産に分類されます。 

（1）公共資産 

 ①有形固定資産（210億7千万円、住民一人当たり183万6千円） 

       有形固定資産とは、道路、公園、学校、保育所などの土地・建物等であり、決算統計で把握された数

値を取得原価として計上しています。具体的には、昭和44年度以降の決算統計の普通建設事業費を集

計した金額を計上しています。 普通建設事業費のうち、町以外の団体に補助金又は負担金として支出

した金額については、町の所有する資産ではないため、有形固定資産に含めていませんが、町民生活

に寄与する資産であることから、貸借対照表の末尾に「他団体及び民間への支出金により形成された
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資産」として注記しています。 また、土地以外の有形固定資産については、実務研究会報告書に定め

られた耐用年数を用い、定額法により減価償却を行っています。耐用年数の区分は、図表4のとおりで

す。 

   

図表4 

 

      

 

 

 貸借対照表によれば、勝央町では、有形固定資産が資産合計の83％以上と、大きなウェイトを占めて

います。また、目的別に見ると、道路、都市計画、住宅などの「生活インフラ・国土保全」分野が82億円

（38.9％）、小中学校などの「教育」分野が77億円（36.6％）、農業農村整備、林道、漁港などの「産業振

興」分野が29億円（13.6％）などとなっています。 有形固定資産の目的区分ごとの内訳及び土地、償却

資産の内訳は、「有形固定資産明細書」のとおりです。 
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②売却可能資産（未計上） 

 売却可能資産については、冒頭でも申しましたように固定資産台帳の整備途中ということで、今回は計

上できませんでした。 

（2）投資等 

 ①投資及び出資金（18億4千万円、住民一人当たり16万1千円） 

 投資及び出資金には、公営企業会計や第三セクター等に対する出資金及び出えん金を計上していま

す。投資及び出資金は原則として取得価額（帳簿価額）で計上しますが、出資先の財政状態を勘案し、

実質的な価値（実質価額）が取得価額に比べて30％以上下落した場合には、実質価額で計上していま

す。 

 投資及び出資金の明細は、「投資及び出資金明細表」のとおりです。 

 
 

②貸付金（2千6百万円、住民一人当たり2千円） 

 各種貸付金の平成21年度末残高を計上しています。既に返済期限が到来しているにもかかわらず回

収できていないものについては、長期延滞債権又は未収金に計上しています。住宅新築資金等貸付金3

千万円などを計上しています。また、貸付金のうち将来回収ができないと見込まれるものは現時点では

ありません。 

③基金等（4億7千万円、住民一人当たり3万5千円） 

 基金等には、勝央町が将来特定の目的で使用するために積み立てている基金を計上しています。財

政調整基金や減債基金は、年度間の財源の調整を行ったり町債の償還に必要な財源を確保したりする
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ための基金であり、比較的機動的に取り崩せることから、流動資産の部に計上しています。 基金等の

明細は、「基金等明細表」のとおりです。 

 

 

 

 

④長期延滞債権（3億円、住民一人当たり2万7千円） 

 貸付金、町税、使用料・手数料、分担金・負担金、雑入などの科目の収入未済額のうち、当初調定年

度が平成21年度以前のもの、つまり納付期限が到来してから1年超経過しているものについては、長期

延滞債権として投資等の部に計上しています。また、収入未済額のうち、長期延滞債権以外のもの、つ

まり納付期限が到来してからの経過期間が1年以下のものは、未収金として流動資産の部に計上してい

ます。 また、貸付金及び長期延滞債権のうち回収不能となることが見込まれる額については、回収不

能見込額として投資等の部に、未収金のうち回収不能となることが見込まれる額については、回収不能

見込額として流動資産の部に計上しています。 回収不能見込額については、貸付債権については個別

に回収不能見込額を見積もり、その他の債権については過去5年間の実績等に基づいて算定していま

す。今回は、具体的には次のような基準を設けて算定しました。 

 【回収不能見込額の算定基準】回収不能見込額＝長期延滞債権又は未収金の額× 不納欠損額÷

（滞納繰越収入額＋不納欠損額） の過去5年平均 

 長期延滞債権及び未収金の明細は、「長期延滞債権及び未収金明細表」のとおりです。 長期延滞債

権と未収金を合わせて3億3千万円に及び、このうち2千9百万を超える額が回収不能見込となっています。

また、固定資産税や個人町民税、住宅使用料の滞納額が大きくなっています。 

⑤回収不能見込額（1千5百万円、住民一人当たり1千円） 

 長期延滞債権のうち、各税や住宅使用料・保育料の過去5年間の実績率から回収不能見込額を計上

しています。 

 固定資産税や個人町民税、住宅使用料の回収不能見込額が大きくなっています。 
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（3）流動資産 

①現金預金(14億9千万円、住民一人当たり13万円) 

 前年度繰越金4億1千万と財政調整基金10億と減債基金となっています。 

②未収金（2千万円、住民一人当たり2千円） 

 1年以下の滞納額と回収不能見込額を計上しています。固定資産税や個人町民税、住宅使用料の滞

納額が大きくなっています。回収不能見込額も固定資産税や個人町民税、住宅使用料の割合が大きく

なっています。 

 

 

【負債の内訳】 

（1）固定負債 

 ①地方債（68億2千万円、住民一人当たり59万4千円） 

   地方債には、作成基準日における地方債残高から、流動負債に計上する翌年度償還予定地方債

を控除した額を計上しています。 勝央町の平成22年度末の地方債残高は68億円（住民一人当たり59

万4千円）に達しています。このうち、平成23年度に償還する地方債は5億2千万円（住民一人当たり4

万8千円）であり、平成23年度に地方債元金返済のための多額の資金が必要となることが分かりま

す。 

 ②長期未払金（0円、住民一人当たり0円） 

   長期未払金の計上は、ありません。 

 ③退職手当引当金（12億7千万円、住民一人当たり11万1千円） 

   勝央町の職員に対する退職手当の支給は岡山県市町村総合事務組合が行っており、勝央町は組

合に負担金を支払っています。そこで、組合が保有する年度末の退職手当支給に係る積立金残高の

うち、勝央町の持分相当額が退職手当組合積立金として資産の部に計上されます。また、年度末にお

いて勝央町に在籍する全職員（年度末退職者を除く。）が普通退職したと想定した場合に必要となる

退職手当の総額が、退職手当引当金として負債の部に計上されます。 

   その結果、退職手当引当金と退職手当組合積立金の差額が、将来勝央町が実質的に負担すべき

退職手当の金額となります。また、将来勝央町が実質的に負担すべき退職手当の1年間の増加分を、

行政コスト計算書の退職手当引当金繰入等に計上しています。 勝央町の退職手当引当金は12億円

 13



7千万円となっています。現時点ですぐにこれだけの金額が必要となるわけではありませんが、将来少

なくともこれだけの退職手当は支払わなければならないことを表しています。  

（2）流動負債 

①翌年度償還予定地方債（5億5千万円、住民一人当たり4万8千円） 

 翌年度償還予定の地方債については、臨時地方道整備事業債1億8千万円、総合文化施設関連債1

億万円、学校教育施設等整備事業債9千万円など割合が大きくなっています。また、臨時財政対策債

は8千万円、減税補てん債は5千万円となっています。 

 ②未払金（0円、住民一人当たり0円） 

  未払金の計上はありません。 

 ③翌年度支払予定退職手当（0円、住民一人当たり0円） 

 岡山県市町村総合事務組合の支払いとなるため、計上はありません。 

④賞与引当金（5千万円、住民一人当たり4千円） 

  平成23年6月に職員に支給する賞与（期末手当・勤勉手当）の支給対象期間の一部は、平成22年度

に係るものであることから、平成22年度に係る部分を賞与引当金として計上しています。6月支給の賞

与は、前年度の12月から5月までの6か月を支給対象期間としており、そのうち12月から3月までの4か

月分5千万円が平成22年度負担相当額となります。 

【純資産の内訳】 

（1）公共資産等整備国県補助金等（40億6千万円、住民一人当たり35万4千円） 

  公共資産等整備国県補助金等とは、これまでに整備・取得した公共資産等（有形固定資産や投資及

び出資金、貸付金など）の財源として受け入れた国庫支出金及び県支出金の合計額です。なお、建物等

の償却資産に対する財源として受け入れた国庫支出金及び県支出金については、取得した建物等の減

価償却に対応して取り崩しを行っています。 公共資産等整備国県補助金等の金額は公共資産等の金

額の19.3％となっており、国庫支出金及び県支出金が勝央町の公共資産整備の重要な財源となってい

ることが分かります。 

（2）公共遺産等整備一般財源等（146億7千万円、住民一人当たり127万円8千円） 

  公共資産等整備の財源のうち、国庫支出金・県支出金及び地方債以外（町税、地方交付税、分担

金・負担金など）の合計額を公共資産等整備一般財源等として計上しています。これは、これまでに整

備・取得した公共資産等について過去及び現在の世代が既に負担した額のうち、国庫支出金及び県支

出金以外を表しています。 公共資産等整備一般財源等の金額は公共資産等の金額の69.6％となって

おり、公共資産等の半分以上は、既に、国庫支出金及び県支出金以外の財源により負担が完了してい

ることが分かります。 

（3）その他一般財源等（△22億6千万円、住民一人当たり△19万7千円） 

      その他一般財源等とは、公共資産等とその財源以外の資産・負債のバランスを表わしたものであり、

まだ公共資産等に投下されていない財源、つまり将来世代が自由に活用できる財源を示しています。 

勝央町では、その他一般財源等がマイナスとなっていますが、これは、将来世代が自由に活用でき

る財源がマイナスであること、つまり将来の財源の一部が既に拘束されていることを表しています。 こ
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のことは、赤字地方債（臨時財政対策債など）や退職手当等引当金など、公共資産等の財源となってい

ない負債に対して、それらに対応するための資産が形成されておらず、将来の収入から充当しなけれ

ばならないことを示しています。このため、このマイナス額を小さくしていくことが必要となります。 ※ 赤

字地方債の元利償還金については、国から地方交付税が措置されることとなっています。 

（4）資産評価差額（未計上） 

資産評価差額については、冒頭でも申しましたように固定資産台帳の整備途中ということで、今回は

計上できませんでした。 

 

2.行政コスト計算書 

（1）行政コスト計算書とは 

行政コスト計算書は、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間の行政活動のうち資産形成に結びつか

ない行政サービスに係る経費とその行政サービスの直接の対価として得られた財源を対比させた財務書類

です。 

   行政コスト計算書は、「経常行政コスト」と「経常収益」からなり、これらを差引したものが「純経常行政コス

ト」になります。また、行政コスト計算書は性質別と行政目的別（行政分野別）のマトリックス形式で表示され

ます。 

（2）経常行政コスト、経常収益と純経常行政コスト 

行政コスト計算書では、資産形成に結びつかない１年間の行政サービスを提供するために要した経費の

金額を経常行政コストで表し、町施設利用料など主に行政サービス提供の過程で得られた受益者負担を経

常収益で表されています。税収は経常収益に含めないために、経常コストと経常収益を比べると一般的には

コスト超過になります。経常行政コストと経常収益との差し引きで表される純経常行政コストは、地方税や地

方交付税といった一般財源や資産の売却益などで賄わなければならないコストを表します。 
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（3）勝央町普通会計の行政コスト計算書 

 

 

（4）性質別行政コストの内訳とコスト構造 

①人にかかるコスト（10億2千万円、住民一人当たり8万円9千円） 

    人にかかるコストとは、勝央町の職員に対する給与や各種手当等にかかった1年間のコストですが、単に

1年間に支出した額ではなく、退職コスト（職員が1年間勤務したことにより将来支給すべき退職手当の増

加した額）なども含まれています。退職コストは、これまでの予算・決算では把握されていなかったコストで

すが、1年間で1億8千万円（住民一人当たり1万6千円）と、小さくない金額であることが分かります。 行政

目的別にみると、福祉（保育士等の福祉部局の職員など）、総務（総務部局の職員など）、教育（教育委員

会部局の職員）、のコストが大きくなっています。 

②物にかかるコスト（14億円、住民一人当たり12万2千円） 

     物にかかるコストは、物件費、維持補修費、減価償却費であり、物やサービスなどを購入・使用すること

により生じるコストです。消耗品費、光熱水費、委託料などの物件費や維持補修費については、決算統計

における決算額と同じですが、減価償却費は、企業会計的手法（発生主義）を導入することにより初めて

明らかになるコストであり、道路・公園・学校・保育園などの有形固定資産を1年間使用したことによって資

産の価値が減少したものをコストとして認識します。例えば、1億円で整備した道路を10年間使用するとす
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れば、毎年1千万円ずつコストが発生すると考えます。勝央町では、減価償却費が1年間で8億3千万円

（住民一人当たり7万円1千円）となっています。過去に整備した公共資産を使用することにより発生するコ

ストが大きくなっていることが分かります。 行政目的別にみると、教育（学校給食など）、産業振興（農業

農村整備など）、生活インフラ・国土保全（道路や町営住宅など）、福祉（保育園や福祉関係）のコストが大

きくなっています。 

③移転支出的なコスト（20億円5千万円、住民一人当たり17万9千円） 

     移転支出的なコストとは、現金や現物を給付することにより行っている行政サービスに関するコストです。

町民に対して直接給付する各種福祉手当や生活保護費のほか、各種団体に対して支出する補助金、下

水道事業に対する繰出金などを含んでいます。これらは勝央町の行政サービスの中で重要な役割を担っ

ており、コストの性質による4つの区分の中では も金額が大きく、44.4％を占めています。 行政目的別に

みると、福祉（児童手当や生活保護費等の社会保障給付など）、生活インフラ・国土保全（下水道事業会

計に対する繰出金など）のコストが大きくなっています。 

④その他のコスト（1億4千万円、住民一人当たり1万2千円） 

    その他のコストは、支払利息と回収不能見込計上額です。支払利息は、主に地方債の利子で、回収不

能見込計上額とは、回収不能見込額や不納欠損処理額などこの1年間で新たに回収が困難となった債権

の金額です。 

（5）目的別行政コストの内訳とコスト構造 

 ①生活インフラ・国土保全（7億1千万円、住民一人当たり6万2千円） 

    全体の15.3％を占めています。そのなかでも下水道事業会計への繰出金と減価償却費が大きな割合を

占めています。 

  ②教育（5億6千万円、住民一人当たり4万8千円） 

    全体の12.2％を占めています。そのなかでも物件費と人件費が大きな割合を占めています。 

  ③福祉（15億円、住民一人当たり13万1千円） 

    全体の32.4％といちばん大きな割合を占めています。そのなかでも社会保障費と介護保険会 計や国保

会計等への繰出金及び人件費が大きな割合を占めています。 

 ④環境衛生（3億8千万円、住民一人当たり3万4千円） 

    全体の8.1％を占めています。そのなかでも補助金等と物件費及び人件費が大きな割合を占めていま

す。 

 ⑤産業振興（6億5千万、住民一人当たり5万5千円） 

    全体の14.0％を占めています。そのなかでも減価償却費と補助金等が大きな割合を占めています。 

 ⑥消防（1億8千万円、住民一人当たり1万6千円） 

    全体の3.9％を占めています。そのなかでも補助金等が大きな割合を占めています。 

   ⑦総務（4億4千万円、住民一人当たり3万8千円） 

    全体の9.6％を占めています。そのなかでも人件費と物件費が大きな割合を占めています。 

 ⑧議会（7千万円、住民一人当たり6千円） 

    全体の1.5％を占めています。そのなかでも人件費が大きな割合を占めています。 
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   ⑨支払利息（1億4千万、住民一人当たり1万2千円） 

    全体の3.0％を占めています。地方債の利子です。 

   ⑩回収不能見込額（2百万円、住民一人当たり140円） 

    全体の0.0％を占めています。 

（6）経常収益の内訳と分析 

    経常収益は、①～④の経常行政コストに対する受益者負担、つまり行政サービスの受益者が直接負担

した金額を表しており、経常行政コスト46億円2千万円（住民一人当たり40万2千円）の4.55％を受益者負

担で賄っていることが分かります。 行政目的別にみると、福祉（保育園、介護保険など）、産業振興（農業

農村整備など）の受益者負担割合が5％を超えている一方、消防や議会に関するコストについては受益者

負担がないことが分かります。  

この結果、経常行政コストから経常収益を差し引いた純経常行政コストは44億1千万円（住民一人当た

り38万4千円）となり、これを町税や地方交付税、国や県からの補助金で賄っていることになります。 

 

3.純資産変動計算書 

（1）純資産変動計算書とは 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が１年間でどのように変動し

たかを表している計算書です。 

 純資産の部は今までの世代が負担してきた部分ですので、１年間で今までの世代が負担してきた部分

が、増えたのか減ったのかがわかります。 
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（2）勝央町の純資産変動計算書 

 

 

【純資産変動計算書の内訳】 

①純経常行政コストと財源 

   純経常行政コストの金額に対して一般財源及び補助金等受入の金額がどの程度あるかを見ることで、純

経常行政コストが受益者負担以外の経常的な財源によりどの程度賄われているかが分かります。 

   純経常行政コストが44億1千万円（住民一人当たり38万4千円）であるのに対して、町税、地方交付税等の

一般財源が38億3千万円（住民一人当たり33万3千円）、補助金等受入が7億1千万円（住民一人当たり6万2

千円）となっており、1億円（住民一人当たり8千円）の余裕が生じています。これは、1年間の行政サービスに

要した経常的なコストに対して、町税等の一般財源や国・県からの補助金、受益者負担などで賄い切れてい

ることを表しており、その差額分の純資産が増加していることになります。この金額が均衡あるいはプラスと

なることが望ましいと考えられますので、今年度の状態はよいと考えられます。 

 

 19



②臨時損益 

   経常的なコストや財源のほかに、公共資産の除売却など、臨時的な要因によるコストや収入の発生を表し

ています。 

 災害復旧事業費6千万（住民一人当たり5千円）を計上しています。臨時的なコストがかかっていることがわ

かります。 

③科目振替 

  ①②が主な純資産の変動要因になりますが、公共資産の整備などに伴って純資産内部の振替が発生し

ます。 これにより、当年度に公共資産の財源として拘束された金額と、使途の自由な一般財源として回収さ

れた金額とのバランスが分かります。 

 ・公共資産整備への財源投入、貸付金・出資金への財源投入 

   平成22年度の1年間で、公共資産整備に2億1千万円（住民一人当たり1万8千円）、貸付金・収支金等に1

億万円（住民一人当たり9千円）の財源投入しています。 

・公共資産処分による財源増、貸付金・出資金等の回収等による財源増 

   公共資産処分による財源増はありませんでしたが、貸付金・出資金等の回収等で3千万円（住民一人当た

り3千円）の財源増がありました。 

・減価償却による財源増 

   減価償却により8億1千万（住民一人当たり7万1千円）の財源振替があり、結果として一般財源が増となり

ました。 

・地方債償還に伴う財源振替 

   過去に公共資産等の整備を行った際に発行した地方債を償還するために、3億7千万円（住民一人当たり

3万2千円）の財源を投入することにより、結果として一般財源が減となりました。 

④資産評価に伴う増減 

資産評価については、冒頭でも申しましたように固定資産台帳の整備途中ということで、今回は計上でき

ませんでした。 

 

4.資金収支計算書 

（1）資金収支計算書とは 

   資金収支計算書は、資金の出入りの情報を性質の区分に分けて表示した財務書類です。３つの区分とは、

「経常的収支の部」、「公共資産整備収支の部」及び「投資・財政的収支の部」です。 

「経常的収支の部」は人件費や物件費などの支出と税収や手数料などの収入が計上されており、日常の

行政活動による資金収支の状況が表示されています。 

「公共資産整備収支の部」では、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

る収入が計上されており、公共事業に伴う資金の使途とその財源が表示されています。 

「投資・財政的収支の部」は出資、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が計上され、投資活動や借金の返済による資金の出入りの

状況が表示されています。 
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（2）勝央町普通会計の資金収支計算書 
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【経常的収支の部の内訳】 

経常的収支の部には、公共資産整備支出や投資・財務的支出及びそれらの特定財源以外のすべての収

支を計上する区分であり、1年間の経常的な資金収支の状況を示しています。 平成22年度は、経常的支出

が32億円（住民一人当たり27万9千円）、経常的収入が50億円（住民一人当たり43万5千円）となり、経常的

収支は17億9千万円（住民一人当たり15万6千円）の余剰となりました。この余剰分が公共資産整備支出や

投資・財務的支出の財源として使用できることになります。 内訳を見ると、経常的支出については、人件費

が9億3千万円（住民一人当たり8万1千円）、補助金等（一部事務組合に対する負担金など）が5億3千万円

（住民一人当たり4万6千円）となっています。経常的収入については、地方税（町税）が17億8千万円（住民

一人当たり15万5千円）、地方交付税が17億円（住民一人当たり14万8千円）となっており、国からの地方交

付税に大きく依存していることが分かります。 

 

【公共資産整備収支の部の内訳】 

公共資産整備収支の部は、公共資産整備のための支出とその特定財源を計上する区分です。 平成22

年度は、公共資産整備支出が9億4千万円（住民一人当たり8万1千円）、公共資産整備収入が1億円（住民

一人当たり8千円）となり、公共資産整備収支は8億4千万円（住民一人当たり7万円3千円）の不足となりまし

た。この不足分は経常的収支の余剰で賄われています。 内訳を見ると、公共資産整備支出については、普

通会計で行う公共資産整備支出3億円（住民一人当たり2万6千円）のほか、他団体や他会計を通じて行う公

共資産整備支出4千万円（住民一人当たり3千円）を計上しています。公共資産整備収入については、国県

補助金等が1億円（住民一人当たり8千円）となっており、公共資産整備支出の10.3％しか国・県からの補助

金で賄われていないことになります。 

 

【投資・財務的収支の部の内訳】 

   投資・財務的収支の部は、投資・出資金や貸付金、地方債償還等のための支出とその特定財源を計上す

る区分です。  

平成22年度は、投資・財務的支出が5億6千万円（住民一人当たり4万8千円）、投資・財務的収入が4千万

円（住民一人当たり3千円）となり、投資・財務的収支は5億4千万円（住民一人当たり4万7千円）の不足となり

ましたが、公共資産整備収支の部と同様に、不足分は経常的収支の余剰で賄われていることになります。 

内訳を見ると、投資・財務的支出については、普通会計の地方債償還額5億5千万円（住民一人当たり4万8

千円）を計上しています。投資・財務的収入については、貸付金回収額が1千万円（住民一人当たり1千円）

などとなっています。  

 

この結果、平成22年度の資金の増額は4億1千万円（住民一人当たり3万6千円）となり、平成22年度末の

資金残高は14億9千万円（住民一人当たり13万円）となりました。 
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第４． 普通会計財務書類の分析 

 

1.社会資本形成の世代間負担比率 

                

  ・現世代負担比率（％）＝純資産合計÷公共資産合計×100 

・将来世代負担比率（％）＝地方債残高÷公共資産合計×100 

  

   社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産は過去及び現世代の負担により形成された財産の

額を示しています。公共資産は、それを使用することに町民サービスを生み出すものであり、純資産の比率

が高ければこれまでの世代が負担した税金等で形成された資産から、将来にわたってサービスを受けられ

るため、将来世代の負担が少ないといえます。逆に、公共資産残高に対する地方債残高の割合が高ければ

高いほど、現在使用する資産を将来納付される税金等（将来世代の負担）により形成していることになるた

め、将来世代の負担が大きいといえます。 

 平均的な値として、現世代負担比率は50％～90％の間、将来世代負担比率は15％～40％の間になりま

す。 

 

（1） 勝央町の状況 

 ・現世代負担比率（％）＝純資産合計÷公共資産合計×100 

                 ＝16,465,968千円÷21,069,080千円×100 ＝ 78.82％ 

・将来世代負担比率（％）＝地方債残高÷公共資産合計×100 

                       ＝6,815,251千円÷21,069,080千円×100 ＝ 32.35％ 

 

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 

 

   貸借対照表上の「資産合計」は、社会資本として形成された固定資産や積み立てられた基金など、資産の

総額を表しています。この「資産合計」が「歳入合計」の何年分に相当するか表したものを歳入額対資産比率

と言い、社会資本の整備の度合いを示す指標といえます。インフラ整備か、健康・福祉などのソフト事業に力

を注ぐのかは政策判断にもよりますが、この度合いが高いほどストックとしての社会資本の整備が進んでい

るといえます。 

   平均的な値として、3.0～7.0との間になります。 

 

（1）勝央町の状況 

  ・歳入額対資産比率＝資産合計÷歳入総額 

 23



               ＝25,148,171千円÷5,352,124千円 

               ＝4.70 

 

3.有形固定資産の行政目的別割合 

 

   有形固定資産の行政目的別残高とその割合を見ることにより、資産形成の重点分野を把握することがで

きます。 

   このデータを他団体と比較することにより資産形成の特徴を把握することができ、今後の資産整備の方向

性を検討するのに役立てることができます。 

   通常、生活インフラ・国土保全、教育が大きい割合を占めますが、団体によってかなりバラつきが見られま

す。 

（1）勝央町の状況 

    （生活インフラ）  ＝ 38.85％ 

         （教育）  ＝ 36.62％ 

         （福祉）  ＝  3.78％ 

      （環境衛生）  ＝  1.01％ 

      （産業振興）  ＝ 13.65％     

         （消防）  ＝  0.37％ 

         （総務）  ＝  5.72％ 

   

4.受益者負担比率 

 

  ・受益者負担比率（％）＝（行政目的別）経常収益÷（行政目的別）経常行政コスト合計×100 

 

 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。 

   平均的な値としては、2％～8％の間の比率になります。 

  

（1）勝央町の状況 

  ・受益者負担比率（％）＝（行政目的別）経常収益÷（行政目的別）経常行政コスト合計×100 

          (全体)  ＝210,132千円÷4,616,312千円×100 ＝ 4.55％ 

      （生活インフラ） ＝185千円÷708,131千円×100   ＝ 0.03％ 

           （教育） ＝5,403千円÷561,102千円×100   ＝ 0.96％ 

           （福祉） ＝118,119千円÷1,495,224千円×100 ＝ 7.90％ 

        (環境衛生)  ＝20,356千円÷376,169千円×100  ＝ 5.41％ 

        (産業振興)  ＝43,498千円÷645,035千円×100  ＝ 6.74％ 
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           （消防） ＝0千円÷177,763千円×100      ＝ 0％ 

           （総務） ＝5,918千円÷443,173千円×100   ＝ 1.34％ 

           （議会） ＝0千円÷67,749千円×100      ＝ 0％ 

 

5.行政コスト対公共資産比率 

 

・行政コスト対公共資産比率（％）＝（行政目的別経常行政コスト÷（行政目的別）公共資産 

×100 

 

   行政コストの公共資産に対する比率は、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、 そ

の主な内容を知るうえで参考となる指標です。各行政分野におけるハード、ソフト両面にわたるバランスのと

れた財源配分を検討するうえでも参考となります。 

  行政目的ごとの比率はかなりバラつきがありますが、全体では、10％～30％の間の比率が平均的な値にな

ります。 

 

（1）勝央町の状況 

・行政コスト対公共資産比率（％）＝（行政目的別経常行政コスト÷（行政目的別）公共資産 

×100 

          （全体）  ＝4,616,312千円÷21,069,080千円×100＝ 21.91％ 

    （生活・インフラ）  ＝708,131千円÷8,186,026千円×100＝ 8.77％ 

          （教育）  ＝561,102千円÷7,715,906千円×100＝ 7.27％ 

          （福祉）  ＝1,495,224千円÷795,963千円×100＝ 187.85％ 

       （環境衛生）  ＝376,169千円÷212,782千円×100＝  176.79％ 

       （産業振興）  ＝645,035千円÷2,875,582千円×100＝ 22.43％ 

          （消防）  ＝177,763千円÷78,670千円×100＝ 225.96％ 

          （総務）  ＝443,173千円÷1,204,151千円×100＝ 36.80％ 
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6.住民一人当たり財務書類 

 

  財務書類の数値を町民１人当たりで算出することにより、より町民が実感を持てる数値として開示できるほ

か、市町村の人口規模等に影響されることなく他の自治体との比較を行うことが可能となります。 

     算定に用いる人口については、定住人口、交流人口、国勢調査による人口、推計人口など様々な数値

がが、統一的な尺度ですべての自治体について毎年度末の数値が把握できるという点で、住民基本台帳

による人口を用いることが一般的です。 

     平均的な値としては、住民一人当たりの資産額は町村で100万円～500万円の間の金額、住民一人当

たりの負債額は町村で30万円～200万円の間の金額になります。また、住民一人当たり経常行政コストの

平均的な値は、町村で20万円～90万円の間の金額となります。 

 

（1）勝央町の状況 

    平成23年3月31日現在の勝央町の住民基本台帳人口は、11,478人です。住民一人当たりの算出額は、

これまでも先に文中に掲示してきましたが、住民基本台帳人口で割った住民一人当たりの財務諸表は以

下のとおりとなります。 
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第５．勝央町内部会計全体財務書類 

1.貸借対照表                  
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2.行政コスト計算書           
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3.純資産変動計算書          
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4.資金収支計算書  
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６．勝央町連結財務書類 

 

1.貸借対照表                  
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2.行政コスト計算書           
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3.純資産変動計算書          
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4.資金収支計算書  
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第７.おわりに 

  今回の財務書類は、総務省方式改定モデルにそって作成しています。この場合において、固定資産台帳の

整備や複式簿記の考え方の導入について、段階的な整備が求められています。 

  今回作成した財務書類も、決算統計が始まった昭和４４年からの決算統計のデータからの書類でしかあり

ません。固定台帳を整備した段階で、基準モデル方式に切り替える必要がありますが、固定資産台帳の整備

にはかなりの時間と労力を必要とします。 

  公有財産台帳はあっても、財務書類作成のための基礎情報（例えば取得価格が記載されていないとかや

異動情報が網羅的に把握されていないとか）が不足しています。 

 固定資産台帳は、それを整備するのが目的ではなく、財務書類を作成するのを目的として整備するのでもあ

りません。 

 今回の公会計の整備にあたっては、「固定資産台帳の整備」と「資産の適切な評価」が求められています。新

地方公会計制度には、「資産・債務改革」が背景にあり、そういった固定資産台帳の整備や資産の評価を行う

ことによる効果を期待されています。 

 

 勝央町においても、今後固定資産台帳整備に取り組み財務書類の精度を徐々に上げていくことが今後の課

題となります。 


