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はじめに 

地方自治体の会計は、現金を測定の対象とし、その出入りを記録する「現金主義」という認識基準

となっています。現金主義の特徴は、定められた予算に基づいて現金取引のみを会計記録の対象とす

るため、議会による予算統制が働きやすく、現金の収受のみを認識基準とすることから、一般的に理

解しやすいというものです。 

しかしながら、ストックという概念がないために資産情報が欠如していたり、財産についての減価

償却や引当金など現金支出以外の事象が会計記録の対象とならず、行政サービスを経済性・有効性・

効率性の観点から評価するために必要なフロー情報（収益・費用）が不足しています。 

そこで、行政経営を行う観点からも、現金の出入りだけでなく、すべての経済資源を測定の対象と

する「発生主義」という認識基準を取り入れた企業会計的な手法の導入が必要とされるようになりま

した。 

発生主義を採用することで、現金主義では見えにくい減価償却費等のコスト情報の把握が可能とな

り、複式簿記を採用することで単式簿記では見えにくい資産・負債といったストック情報の把握が可

能となります。したがって、発生主義・複式簿記による財務書類を作成することで、現金主義・複式

簿記では見えにくかったコスト情報・ストック情報が「見える化」され、住民や議会等に対する説明

責任の履行や行政内部のマネジメント機能の向上への活用、さらには財務書類を予算編成等に積極的

に活用することが可能となります。 

地方公会計の整備については、平成12年に貸借対照表等のモデル、平成18年には基準モデル及び

総務省方式改訂モデルが総務省から示され、財務書類の作成が進められてきました。平成25年度決算

に係る財務書類の作成団体（作成済み又は作成中の都道府県及び市区町村）は全団体の93.7％にあた

る1,675団体となるなど、各地方公共団体において、財務書類の作成は着実に進んでいます。しかし、

現状では、上記のとおり財務書類の作成方式が複数あり、比較可能性の確保に課題があるほか、多く

の地方公共団体が本格的な複式簿記の導入が進んでいないため、公共施設等のマネジメントにも資す

る固定資産台帳の整備が十分でないといった課題もあります。 

このため、総務省において、平成22年9月から「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が開

催されて議論が進められ、平成26年4月に、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務

書類の作成に関する統一的な基準が示されました。 

また、平成27年1月には当該基準のより詳細な内容等を記載した「統一的な基準による地方公会計

マニュアル」が公表され、当該基準による財務書類等を原則として平成27年度から平成29年度まで

の3年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等に積極的に活用するよう総務省から地方

公共団体に要請されたところです。 

これを受け、地方公共団体における統一的な基準による一般会計等財務書類の作成完了予定年度に

ついては、全団体の98.2％にあたる1,755団体が要請期間内に作成完了予定となっています。 

 

このような状況の中で、本町では、平成26年度決算においては、例年採用している「総務省方式改

訂モデル」により、普通会計を範囲として作成しましたが、今後、上記要請期間内である平成29年度

までに、統一的な基準による財務書類へ移行していく予定です。 
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用語解説 

１．貸借対照表の用語解説 

[資産の部]        

公共資産 

 有形固定資産 住民サービスのため使用する動産、不動産及びこれらの従物。行政目的により、①生

活インフラ・国土保全、②教育、③福祉、④環境衛生、⑤産業振興、⑥消防、⑦総務

に区分されます。 

売却可能資産  売却可能資産の範囲は「現に公用または公共用に供されていない公共資産」とされて

います。 

投資等             

 投資及び出資金 行政活動を行う上で必要な団体への出資金の金額です。 

投資損失引当金 投資及び出資金のうち、将来回収できないと見込まれる損失金額をあらかじめ引当計

上したもので、市場価格のない連結対象団体・会計に対する投資及び出資金のうち、

実質価額が30%以上低下したものについて設定されます。 

本町においては、該当はありません。 

貸付金 町が町民に対して直接貸し付けている資金の残高です。 

基金等 投資等に表示されている基金は、基本的には、原資を確保した固定性の高い性格のも

のです。 

①退職手当目的基金 退職手当のための基金の年度末残高ですが本町では当該基金を保有していません。退

職手当組合に加入しているため、本基金に代わるものとして⑤退職手当組合積立金を

計上しています。 

②その他特定目的基金 主として、道路改良、区画整理事業の実施や、教育施設など公共資産整備のための基

金の年度末残高です。 

③土地開発基金 公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業

の円滑な執行をはかるため設置される基金ですが、本町では平成21年3月31日で当

該基金を廃止したため、現在は保有しておりません。 

④その他定額運用基金  用品調達基金のように、特定の目的のため定額の資金を運用するための基金の年度末

残高です。 

⑤退職手当組合積立金 町が加入している退職手当組合が保有する精華町分の資産相当額です。 

長期延滞債権 税等の収入未済額のうち、滞納期間が1年超のものの年度末残高です。 

回収不能見込額 投資等で計上されている債権残高のうち、翌年度以降に回収不能となることが見込ま

れる額です。過去の回収不能実績等により見込額を算定しています。 

流動資産            

 現金預金 現金及び預金の年度末残高です。 

①財政調整基金 年度間の財源の不均衡を調整するため、余裕のある年度に積み立て、災害や大幅な減

収など思わぬ支出が発生した場合に対応するための基金です。その性格上、すぐ現金

化する必要があるため、流動性が高いものです。 

②減債基金 町債の返済を計画的に行うため、余裕のある年度に積み立て、繰り上げ償還などの返

済に充てるための基金です。 

③歳計現金 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支の黒字額です。 

未収金 税等の収入未済額のうち、滞納期間が1年以内のものの年度末残高です。①地方税、

②その他、③回収不納見込額に区分して表示されます。 

[負債の部]        

固定負債 
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 地方債 町が発行した地方債の元金の残高のうち、期末日から1年以内の償還予定額を除いた

金額です。 

長期未払金 債務負担行為のうちで、既に支払が確定した債務と見なされるもので、期末日から1

年内の支払予定額を除いたもの。①物件の購入等、②債務保証又は損失補償、③その

他に区分して表示されます。 

退職手当引当金 年度末の特別職を含む全職員(年度末退職者を除く)が普通退職した場合の退職手当

支給見込み額から、翌年度退職手当の支払予定額を除いたものです。 

損失補償等引当金 町が補償した債務についての、負担見込額を引き当てたものです。 

流動負債 

 翌年度償還予定地方債 町が発行した地方債の元金の残高のうち、期末日から1年内の償還予定額です。 

短期借入金 （翌年度繰

上充用金） 

収入が不足する場合に翌年度の収入を繰り上げて使用した金額です。 

本町においては、該当はありません。 

未払金  債務負担行為のうちで既に確定した債務のうち、翌年度支出予定の金額です。 

翌年度支払予定退職手

当  

年度末の特別職を含む全職員(年度末退職者を除く)が普通退職した場合の退職手当

支給見込み額のうち、翌年度の退職手当の支払予定額です。本町のような退職手当組

合に加入している団体では、退職手当は退職手当組合から支給されるため、該当額は

生じません。 

賞与引当金 翌年度に支払うことが予定される期末手当及び勤勉手当のうち、当年度の負担相当額

です。 

[純資産の部]  

 公共資産等整備国府補

助金等 

住民サービスを提供するために取得した公共資産にかかる財源のうち、国・府からの

補助金受入額です。 

公共資産等整備一般財

源等 

公共資産等に充てられた一般財源等の額。言いかえれば、資産の部に計上されている

公共資産等の財源のうち、国庫支出金・府支出金、地方債、債務負担行為以外の部分

です。 

その他一般財源等 一般財源のうち、公共資産等に係る財源以外が「その他一般財源等」で計上されます。

これは将来自由に財源として使用できる純資産額を意味します。 

また、この金額は通常マイナスになるものと想定されますが、これは、すでに将来の

財源の一部が拘束されていることを表しています。 

資産評価差額 売却可能資産の時価評価、寄附等による資産の無償取得などがある場合の、資産の評

価額と取得価額との差額です。 

 

注記（普通会計）  

①他団体及び民間への支出

金により形成された資産 

自団体で行う資産整備以外に他団体及び民間への支出金により整備された資産の

金額を、行政目的により区分して記載しています。 

②債務負担行為に関する情

報 

貸借対照表の「長期未払金」「未払金」に計上されたもの以外に将来負担となる可

能性があるものを計上しています。 

③交付税措置地方債の金額 地方債の中には、その償還財源として地方交付税の算定基礎に含まれることが見込

まれる金額を計上しています。 

④普通会計の将来負担に関

する情報 

普通会計の将来負担として見込まれる金額及び将来負担を軽減する財源として見

込まれる金額がわかります。 

⑤土地及び減価償却累計額 有形固定資産のうち、土地の金額と減価償却累計額です。 
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２．行政コスト計算書の用語解説 

 

[経常行政コスト] 

人にかかるコスト 

 人件費 職員等に対して、勤労の対価、報酬として支払われる給与費等から、退職手当組合負

担金と前年度賞与引当金計上額を除いた金額です。 

退職手当引当金繰入等 将来、職員が退職するときに支払われる退職金のうち、当期に負担すべき金額を見積

り、当期の費用とする繰入計上額です。 

賞与引当金繰入額 当年度に賞与引当金として繰り入れた金額です。 

物にかかるコスト 

  

  

  

物件費 旅費、需用費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料など、物やサービスに関して

町が支出した維持補修費を除く費用の額です。 

維持補修費 町が管理する公共施設等の維持修繕のための費用の額です。 

減価償却費 有形固定資産(土地を除く)の使用等に伴う価値の減少分です。 

移転支出的なコスト 

 社会保障給付 各種の法令(生活保護法、児童福祉法など)に基づくものや町単独で行っている被扶助

者に対する支給額です。 

補助金等 他の地方公共団体(一部事務組合など)や民間に対し、各種の行政上の目的をもって交

付する補助金などの額です。 

他会計等への支出額 特別会計などの他会計に対して支出される繰出金などの額です。 

他団体への公共資産整

備補助金等 

普通建設事業費のうち、他団体(外郭団体など)が町からの補助金を財源に公共資産整

備をした場合の補助金の額です。(整備された資産は町の資産にはならないため、行

政コストとして計上されます。) 

その他のコスト 

 支払利息 地方債及び債務負担行為履行額にかかる利息の額です。 

回収不能見込計上額 町税や使用料にかかる未収金、貸付金、長期延滞債権において、過去の回収不納実績

等により回収できなくなることが見込まれる額です。 

その他の行政コスト 上記の行政コスト以外のコストです。 

[経常収益]          

 使用料・手数料 上記行政コストの一部を賄う、施設の使用料や各種行政サービスに対する手数料で

す。 

分担金・負担金・寄附金 上記行政コストの一部を賄う、分担金・負担金・寄付金です。 

[純経常行政コスト] 経常行政コストから経常収益を引いた額で、地方税や補助金で賄われている額です。 
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３．純資産変動計算書の用語解説 

[純経常行政コスト]    

一般財源 

 地方税 住民の方が町に納める税金のことで、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ

税などの金額です。 

地方交付税 普通交付税及び特別交付税の金額です。 

その他行政コスト充当財

源 

「地方譲与税、地方消費税交付金などの各種交付金、財産収入、繰入金、諸収入

の当年度決算額（収入額）」に、当年度収入未済額から前年度収入未済額（不納

欠損額処理額は除く）を控除した額を加えた金額です。 

補助金等受入 当年度の国庫支出金及び府支出金決算額です。 

臨時損益 

 災害復旧事業費 災害復旧事業費決算額です。 

公共資産除売却損益 公共資産を除却した場合の公共資産の帳簿価額、及び、売却した場合の公共資産

の帳簿価額と売却額の差額です。 

投資損失 投資及び出資金の時価又は実質価額が帳簿価額に比べて著しく(30%以上)下落

した場合の時価又は実質価額と帳簿価額との差額です。 

 損失補償等引当金繰入等 第三セクター等に対する債務保証または損失補償の履行決定の支払いなどの金

額です。本町においては該当はありません。 

科目振替 

 公共資産整備への財源投

入 

国・府補助金及び地方債からの充当分を除き、公共資産整備に充てられた財源の

額です。 

公共資産処分による財源

増 

公共資産を除却または売却した場合の、資産に充てられていた財源の一般財源へ

の振替額です。 

貸付金・出資金等への財

源投入 

国・府補助金及び地方債からの充当分を除き、基金積立金・貸付金・出資金等に

充てられた財源の額です。 

貸付金・出資金等の回収

等による財源増 

基金の取り崩し、貸付金・出資金等の回収があった場合の、これらに充てられて

いた財源の一般財源への振替額です。 

減価償却による財源増 有形固定資産の減価償却に伴い、有形固定資産に充てられていた財源を一般財源

に振り替えた額です。 

地方債償還に伴う財源振

替 

一般財源により地方債の償還が行われるため、公共資産等整備にかかる地方債の

償還部分について、公共資産等整備一般財源に振り替えた額です。 

資産評価替えによる変動額 資産の評価替や売却可能資産の新規・追加計上を行った場合の差額などです。 

無償受贈資産受入 寄附などにより無償で資産を受け入れた場合の、無償受贈資産の計上額です。 

４．資金収支計算書の用語解説 

経常的収支の部 自治体の経常的な行政活動にかかる資金収支をいいます。 

支出項目は、人件費、物件費、社会保障給付、補助金等、支払利息、他会計への

事務費等充当財源繰出支出、その他の支出があり、収入項目には、地方税、地方

交付税、国府補助金等、使用料・手数料、分担金・負担金・寄附金、諸収入、地

方債発行額、基金取崩額、その他収入があります。 

公共資産整備収支の部 公共資産整備に伴う支出、及び当該支出に充てた特定財源を計上します。ただし、

普通会計が行う公共資産整備のほか、他会計及び他団体を通じて行った公共資産

整備に対して普通会計が負担した支出額も含みます。 

投資・財務的収支の部 ①投資及び出資金、貸付金、基金に係る支出、及びそれらの財源、②貸付金元金

回収による収入、③地方債元金償還による支出、④他会計に対する公債費財源繰

出しによる支出、⑤公共資産売却による収入、を計上します。 
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５．財務４表の相関関係 

 

財務書類は、４つの表から構成されていますが、４表の関係を示したのが次の図です。 

 

【貸借対照表】  【行政コスト計算書】 

  

負債 

 経常行政コスト 

資産  － 

 ・・・・・・・・  経常収益 

 ・・・・・・・・ 

純資産 

 ＝ 

現金  純経常行政コスト 

 ・・・・・・・・    

【資金収支計算書】  【純資産変動計算書】 

収入  期首純資産残高 

－  － 

支出  純経常行政コスト 

＝  ＋ 

現金増減額  一般財源、補助金受入等 

＋  ＋ 

期首現金残高  資産評価替え等 

＝  ＝ 

期末現金残高 

  
期末純資産残高 

 

 

 貸借対照表の純資産は、国・都道府県からの補助金や自団体の財源で既に負担した部分を表してい

ますが、この純資産の変動を表したものが純資産変動計算書になります。そして、行政コスト計算書

は純資産変動計算書における純経常行政コストの詳細な内訳明細となっています。また、資金収支計

算書は歳計現金の動きを表す計算書ですが、期末歳計現金残高は貸借対照表の歳計現金残高と必ず一

致します。このように、財務書類４表は有機的に結びついています。 
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第１部 普通会計財務書類について 
 

１． 普通会計財務書類の作成基準 
 

 ①作成方法 

平成19年10月に総務省より公表された「新地方公会計制度実務研究会報告書」における総務省

方式改訂モデルに基づいて作成しています。 

 

 ②対象会計の範囲 

総務省地方財政状況調査（以下「決算統計」という。）に基づく普通会計を対象としています。

普通会計とは、決算統計上、統一的に用いられる会計区分で、公営事業会計以外の会計を対象とし

ています。精華町の場合は、「一般会計」がその対象となります。 

 

 ③作成基準日 

平成26年度末日（平成27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

27年4月1日～平成27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。 

 

 

 

２．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どのような資産を保有しているか（資

産保有状況）と、その資産がどのような財源で賄われているのか（財源調達状況）を、対照表示し

た財務書類です。 

「資産」とは、「将来の資金流入をもたらすもの」や「将来の行政サービス提供能力を有するも

の」をいいます。「負債」とは、将来、債権者に対する支払や返済による資金流出をもたらすもの

であり、地方債がその主たる項目です。「純資産」とは、資産と負債の差額であり、これまでの一

般財源または国府補助金などを充当して整備したものといえます。 

貸借対照表は、下図のように、資産、負債及び純資産で構成されています。借方の資産合計額と

貸方の負債・純資産合計額の左右が一致することから、「バランスシート」とも呼ばれます。   

 

 

 ≪貸借対照表のイメージ≫ 

借 方 貸 方 

 

資 産 

①将来の資金流入をもたらすもの 

  （例：売却可能土地、貸付金、基金等） 

 

②将来の行政サービス提供能力を有するもの 

  （例：学校、道路等） 

 

負 債 

将来世代に負担していただく金額 

（例：地方債、将来支払うべき退職金等） 

 

純 資 産 

これまでの世代により負担された金額 

（例：国府補助金、これまでに収納した税金等） 
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②普通会計貸借対照表 
                                                         （単位：百万円） 

  26年度 
25年度 

増減   26年度 
25年度 

増減 
(参考) (参考) 

【資産の部】       【負債の部】       

１．公共資産 73,617 74,016 △ 399 １．固定負債  17,865 18,381 △ 516 

(1)有形固定資産 73,431 73,837 △ 406 (1)地方債 13,131 13,007 124 

(2)売却可能資産 186 179 7 (2)長期未払金 2,805 3,149 △ 344 

        (3)長期借入金 36 107   

２．投資等           3,411 3,207 204 (4)退職手当引当金 1,893 2,118 △ 225 

(1)投資及び出資金 583 583 0         

(2)貸付金 3 2 1 ２．流動負債 1,828 2,175 △ 347 

(3)基金等 2,742 2,525 217 (1)翌年度償還予定地方債 1,287 1,389 △ 102 

(4)長期延滞債権 106 125 △ 19 (2)未払金 344 521 △ 177 

(5)回収不能見込額 △ 23 △ 28 5 (3)賞与引当金 126 121 5 

        (4)その他 71 144 △ 73 

３．流動資産          1,118 969 149         

(1)資金 1,081 939 142  負債合計 19,693 20,556 △ 863 

(2)未収金 37 30 7         

        【純資産の部】       

         純資産合計 58,453 57,636 817 

                

資産合計           78,146 78,192 △ 46 負債・純資産合計 78,146 78,192 △ 46 

 

図表1-1 普通会計貸借対照表の要旨  

 

【資産の部】 

資産の部は、大きく自治体が住民サービスを行うために使う資産である「公共資産(有形固定資

産)」と、将来の資金流入をもたらす「公共資産(売却可能資産)」、「投資等」、「流動資産」に区

分できます。 

精華町では、734億3千1百万円(資産全体の94%)が有形固定資産となっており、資産の90%超

が住民サービスに供用されている資産だといえます。(有形固定資産の内訳については、図表1-6参

照) 

投資等は34億1千1百万円(資産全体の4.4%)であり、主なものは宅地開発にかかる諸施設整備基

金や、狛田駅周辺整備基金、学校建設基金などからなる基金等27億4千2百万円です。一般に、基

金の積立てが手厚く行われているほど、将来の支払への対応力が高いといえます。長期延滞債権は

納付期限・回収期限から1年を超えている債権であり(回収可能性を個別に評価している債権につい

ては、対象者に対する収入未済額の総額)、1億6百万円あります。また、長期延滞債権や貸付金に

対する回収不能見込額が2千3百万円の計上となり、債権の早期回収に努めていきます。 

流動資産は11億1千8百万円あり、このうち、財政調整基金や減債基金などの資金が10億8千1

百万円計上されています。この金額が多いほど、今後の財政運営に余力があるといえます。未収金

の主なものは地方税で3千7百万円の計上となっています。 

 

★前年度と比較した場合の主な増減理由 

・1(1)有形固定資産…保有資産の減価償却による減少。 

・2(3)基金等…平成26年度は新クリーンセンター建設基金の造成などによる増加。 
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【負債の部】 
平成26年度末の地方債残高は、144億1千8百万円であり、固定負債の地方債131億3千1百万

円と、翌年度に償還が予定されている金額12億8千7百万円の合計となっています。このほか、年

度末に全職員(一般会計分)が普通退職するとした場合に支払うことが必要とされる額18億9千3百

万円が「退職手当引当金」として計上されています。 

これらの負債は、将来の税収や基金の取り崩しなどで賄う必要があることから、健全な財政運営

の遂行や、将来負担の軽減のためには、できるだけ、その発生を抑えるよう努めていきます。また、

基金等を積み立てることにより、将来の支払いに対する準備を進めていきます。 

 

★前年度と比較した場合の主な増減理由 

・1(2)長期未払金…小中学校の立替施行償還金の支払い等による減少。 

 ・1(3)退職手当引当金…職員の年齢構成の変化による減少。 

 ・2(2)未払金…小中学校の立替施行償還金の支払い及び川西小学校校舎買戻し費用を支出したこと 

による減少。 

 

【純資産の部】 

「純資産の部」とは、住民サービスを提供するために保有している財産に対応する財源のうち、

現在までの世代が負担した部分と資産を時価評価した際の評価差額部分からなり、「資産合計」か

ら「負債合計」を引いた残額となります。 

 

★前年度と比較した場合の主な増減理由 

・消防庁舎建替事業、精華中学校校舎改築等事業などにかかる財源である、国庫補助金の増加によ 

るもの。 

 

 

 

 

 

 

 

３．行政コスト計算書 

 
①行政コスト計算書とは 

行政コスト計算書とは、1年間の行政活動のうち、資産形成に結びつかない経常的な行政活動に

かかる経費と、その行政活動と直接対価性のある使用料・手数料などの収益を対比させた財務書類

です。行政コスト計算書では、1年間の行政サービスを提供するために要した経費を「経常行政コ

スト」で表し、施設利用料など主に行政サービス提供の対価として得られた受益者負担を「経常収

益」で表しています。 

行政サービスを提供する上で最も重要な財源である税収は、経常収益には含めないため、経常行

政コストと経常収益を比べると、一般的には大幅なコスト超過となります。 

経常行政コストと経常収益の差し引きで表される「純経常行政コスト」は、民間企業の損益計算

書で表される利益の概念とは異なり、地方税や地方交付税といった一般財源や国府補助金等などで

賄わなければならないコストを表します。 
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②普通会計行政コスト計算書 

                   （単位：百万円）  

  
平成 26年度 

平成 25年度 
増減 

（参考） 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％) 

経常行政コスト 10,610 100.0  10,283 100.0  327 3.2 

１．人にかかるコスト 2,262 21.3  2,313 22.6  △ 51 △ 2.2 

 (1)人件費 2,095 19.7  2,011 19.6  84 4.2 

 (2)退職手当引当金繰入金 41 0.4  181 1.8  △ 140 △ 77.3 

 (3)賞与引当金繰入金 126 1.2  121 1.2  5 4.1 

２．物にかかるコスト 3,695 34.8  3,582 34.8  113 3.2 

 (1)物件費 1,945 18.3  1,822 17.7  123 6.8 

 (2)維持補修費 45 0.4  54 0.5  △ 9 △ 16.7 

 (3)減価償却費 1,705 16.1  1,706 16.6  △ 1 △ 0.1 

３．移転支出的なコスト 4,319 40.7  4,031 39.1  288 7.1 

 (1)社会保障給付 2,206 20.8  1,983 19.3  223 11.2 

 (2)補助金等 608 5.7  631 6.1  △ 23 △ 3.6 

 (3)他会計等への支出額 1,488 14.0  1,413 13.7  75 5.3 

 (4)他団体への公共資産整備補助 17 0.2  4 0.0  13 325.0 

４．支払利息等 334 3.2  357 3.5  △ 23 △ 6.4 

 (1)支払利息 325 3.1  349 3.4  △ 24 △ 6.9 

 (2)回収不能見込額計上額 9 0.1  8 0.1  1 12.5 

 (3)その他行政コスト 0 0.0  0 0.0  0 - 

経常収益 408 3.8  493 4.8  △ 85 △ 17.2 

使用料・手数料 378 3.5  365 3.6  13 3.6 

分担金・負担金・寄附金 30 0.3  128 1.2  △ 98 △ 76.6 

純経常行政コスト             

（経常行政コスト－経常収益） 10,202   9,790   412 4.2 

 

図表1-2 普通会計行政コスト計算書の要旨  

【経常行政コスト】 

経常行政コストの総額は106億1千万円です。内訳は、人にかかるコストが22億6千2百万円(構成

比21.3%)、物にかかるコストが36億9千5百万円(構成比34.8%)、移転支出的なコストが43億1千

9百万円(構成比40.7%)、支払利息等のその他のコストが3億3千4百万円(3.2%)となっています。経

常行政コストのうち、資金支出を伴わない減価償却費が17億5百万円(16.1%)となっています。 

 

★前年度と比較した場合の主な増減理由 

・1(2)退職手当引当金繰入金…職員の年齢構成の変化による減少。 

・3(1)社会保障給付費…自立支援給付費、臨時福祉給付金、子育て臨時特例給付金等の増加によるも

の。 

 

【経常収益】 

経常収益には、施設の利用料など、直接の受益者負担に相当する額が計上されています。経常収益

の合計額は4億8百万円であり、経常収益の額の経常行政コストに対する比率、いわゆる受益者負担比

率は3.8％となっています。 
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★前年度と比較した場合の主な増減理由 

・分担金･負担金･寄附金…寄附金（開発関連施設整備協力金）の減少によるもの。 

 

 

【純経常行政コスト】 

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102億2百万円であり、この部分

が直接の受益者負担ではなく、地方税や補助金等で賄われていることになります。 

 

 

 

４．純資産変動計算書 
 

①純資産変動計算書とは 

純資産変動計算書とは、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。 

純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税等の一般財源および国府支出金などの特定財

源が純資産の増加要因として直接計上され、行政コスト計算書で算出された純経常行政コストが純

資産の減少要因として計上されることなどにより、1年間の純資産総額の変動が示されます。した

がって、期首純資産残高は前年度の貸借対照表の純資産残高と、期末純資産残高は当年度の貸借対

照表の純資産残高と一致します。 

 

 

 

②普通会計純資産変動計算書 
                          （単位：百万円） 

  平成 26年度 
平成 25年度 

（参考） 
増減 

期首純資産残高 57,636 58,348 △ 712 

純経常行政コスト △ 10,202 △ 9,790 △ 412 

財源調達     0 

 地方税 5,114 5,194 △ 80 

 地方交付税 1,999 1,945 54 

 その他行政コスト充当財源 1,596 688 908 

 補助金受入（その他一般財源） 1,819 1,565 254 

 補助金受入（公共資産等整備国府補助金） 501 233 268 

臨時損益 △ 17 △ 4 △ 13 

資産評価替・無償受入 7 △ 543 550 

期末純資産残高 58,453 57,636 817 

        

 

図表1-3 普通会計純資産変動計算書の要旨  

 

純経常行政コストの金額に対する一般財源補助金等受入の金額を見ることにより、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かがわかります。精華町では

純経常行政コスト102億2百万円に対し、一般財源(地方税、地方交付税、その他行政コスト充当財

源、補助金受入(その他一般財源等))は105億2千8百万円であったことから、3億2千6百万円の財
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源超過となっています。 

ただし、純経常行政コストに含まれる減価償却費のうち、町が実質的に負担をしていない補助金

等(公共資産等整備国府補助金等)が 3億9千3百万円含まれているため、これを控除すると実質的に

は6千７百万円の財源不足であり、コストが財源を上回ってしまっていることがわかります。 

 

★前年度と比較した場合の主な増減理由 

・その他行政コスト充当財源…未利用地等の売却による増加。 

・補助金受入(公共資産等整備国府補助金)…消防庁舎建替事業、川西小学校校舎買戻し事業、精華 

中学校校舎改築等事業の財源である国庫補助金の増加によるもの。 

 

 

 

 

 

５．資金収支計算書 

 

①資金収支計算書とは 

資金収支計算書とは、民間企業会計におけるキャッシュフロー計算書にあたり、資金(現金)の出

入りの情報を、活動の性質により分類して表示する財務書類です。「経常的収支の部」、「公共資

産整備収支の部」、「投資・財務的収支の部」に分類することで、どの活動で資金を調達し、どの

活動で資金を使用しているかをみることができます。 

現金収支については、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされますが、資金収支計算書に

おいては、3つの活動に大別して表示することで、地方公共団体の資金が期首残高から期末残高へ

と増減した要因が明らかにされるのが特徴です。 

 

②普通会計資金収支計算書 
                （単位：百万円）   

  
平成 26年度 

平成 25年度 

(参考) 
増減 

1 経常的収支の部       

  支出合計 8,296  8,276  20 

  収入合計 11,178  10,998  180 

  経常的収支額 2,882  2,722  160 

2 公共資産整備収支の部       

  支出合計 1,376  829  547 

  収入合計 1,317  525  792 

  公共資産整備収支額 △ 59 △ 304 245 

3 投資･財務的収支の部       

  支出合計 3,484  2,410  1,074 

  収入合計 776  18  758 

  投資･財務的収支額 △ 2,708 △ 2,392 △ 316 

当期収支 115 26 89 

期首歳計現金残高 89 63 26 

期末歳計現金残高 204 89 115 

 

図表1-4 普通会計資金収支計算書の要旨  
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【経常的収支の部】 

経常的な行政活動にかかる資金収支を示しており、当年度の経常的収支は28億8千2百万円の収 

入超過でした。 

支出合計は82億9千6百万円で、人件費、社会保障給付、物件費などが計上されています。 

収入合計は111億7千8百万円で、地方税、地方交付税、国府補助金等、使用料・手数料、地方債 

発行額、基金取崩額などが計上されています。 

 

 

★前年度と比較した場合の主な増減理由 

・支出…主な増加要因は、社会保障給付費の増加によるもの。 

・収入…主な増加要因は、国府補助金が増加したことによるもの。 

 

結果、経常的収支額は28億8千2百万円となり、前年度と比較して1億6千万円増加しています。 

 

【公共資産整備収支の部】 
 公共資産整備に伴う支出、及び当該支出に充てた特定財源にかかる資金収支を示しています。 

 公共資産整備収支は5千9百万円の支出超過でした。この支出超過分は、経常的収支、いわゆる、一

般財源で賄われています。 

支出合計は、13億7千6百万円で、公共資産整備支出が計上されています。これに対する収入合計

は、13億1千7百万円で、国府補助金等、地方債発行額などが計上されています。   

 

★前年度と比較した場合の主な増減理由 

・支出…主な増加要因は、消防庁舎建替事業、精華中学校校舎改築等事業などによる公共資産整備支

出が増加したことによるもの。 

・収入…主な増加要因は、公共資産整備支出の財源である国府補助金、地方債発行額が増加したこと

によるもの。 

 

結果、公共資産整備収支額は5千9百万円のマイナスとなり、前年度と比較して2億4千5百万円増

加しました。 

 

【投資・財務的収支の部】 
 投資・財務的収支額は、27億8百万円の支出超過でした。この支出超過分は経常的収支、いわゆる

一般財源で賄われています。 

支出合計は、34億8千4百万円支で、地方債償還額、基金積立額が計上されています。 

これに対する収入合計は、7億7千6百万円で、国府補助金等、基金取崩額、公共資産等売却収入な 

どが計上されています。 

 

★前年度と比較した場合の主な増減理由 

・支出…主な増加要因は、新クリーンセンター建設基金造成の影響等により、基金積立額が増加した

ことによるもの。 

・収入…主な増加要因は、減債基金取崩額の増加、及び相楽郡西部塵埃処理組合施設整備基金返戻金

によるもの。 

  

結果、投資・財務的収支額27億8百万円のマイナスとなり、前年度と比較して、3億1千6百万円減

少しました。 

 

以上3つの部の収支額を勘案すると、1億1千5百万円の歳計現金が増加しており、期末の歳計現

金残高は2億4百万円となりました。 
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第２部 財務４表を利用した財務分析 
 

（１）資産形成度 

～将来世代に残る負担はどれくらいあるのか～ 

 
①住民一人当たり資産、負債額 
説明

計算式

分析

貸借対照表の資産や負債を住民一人当たりに置き換えるといくらになるのかを表します。

資産合計÷人口（年度末3月31日時点　平成26年度末：37,489人）

負債合計÷人口（年度末3月31日時点　平成26年度末：37,489人）

住民一人が保有する全財産（資産）は、平成26年度末において208万円となっています。この
全財産には、公共施設や土地、将来的に資金化できる定期預金や株券、必要に応じてすぐに使
える普通預金や現金などが含まれています。経年比較すると資産は徐々に減少していますが、
これは貯金（基金）の取り崩しや公共施設などの建物の価値の減少によるものです。一方、住
民一人当たりの負債については平成26年度末において53万円となっています。これは住宅ロー
ンなどの借金にあたるものといえます。本町では、これまで、新規の地方債発行額を年度内に
償還する元金額の範囲内に留めるなどの公債費適正化対策に取り組んできたため、経年比較か
らもわかるように、負債は減少傾向にあります。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表1-5 住民一人当たり資産、負債額 

 

 

 

②有形固定資産の行政目的別割合 

分析

説明 貸借対照表に計上された有形固定資産の行
政目的別残高とその割合を見ることによ
り、公共資産形成の重点分野を把握するこ
とができます。
有形固定資産を行政目的別にみると、「生
活インフラ・国土保全」「教育」が主な割
合を占めており、これらに重点整備をして
きました。平成26年度は、上記に加え、
消防庁舎の整備も実施しています。
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図表1-6 有形固定資産の行政目的別割合（平成26年度） 

③歳入額対資産比率 

分析 平成26年度の比率は5.9と、平均的な値の水準の中でも安定して高い水準を保っており、歳
入規模に対する資産形成の観点からは、資産整備が進んでいると考えられます。前年度と比
較すると、0.9ポイント減少しています。有形固定資産が多く含まれる資産合計は毎年の減
価償却累計額により微減しているのに対し、歳入合計はその年の景気の動向などの外部要因
により変動します。したがって、平成26年度はこの歳入総額が資産形成のための財源増加等
により、総額で増加したため、比率が低下しています。

説明 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。比率が高いほど社会資本整備が進んでいる
と考えられます。

計算式 資産合計÷歳入総額

平均的な値 3.0～7.0

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表1-7 歳入額対資産比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④資産老朽化比率 

有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額

分析

説明

計算式

平均的な値

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、平均してどの程度の年数が経過しているのかを確認することができます。

35％～50％

平成26年度の比率は44.1％であり、平均の範囲内ですが、経年比較すると比率が年々増加して
いることから資産が徐々に老朽化していることがわかります。平成26年度は、消防庁舎建替事
業、精華中学校校舎改築等事業が資産計上されていますが、資産の新規取得金額よりも当該年
度の減価償却費が上回っているため、全体の資産老朽化比率は上昇しています。

減価償却累計額
×100
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図表1-8 資産老朽化比率 

 

（２）世代間公平性 

～将来世代と現世代との負担の分担は適切か～ 

 
⑤社会資本形成の世代間負担比率 

平成26年度の比率は、これまでの世代の負担による分が79.4％、将来世代の負担が23.9％と
なります。精華町の世代間比率は平均的な水準であり、経年比較のグラフからは、将来世代の
負担比率が、徐々に減少していることがわかります。（なお、社会資本形成の財源とならない
地方債も含まれるため、過去及び現世代負担比率と将来世代負担比率の合計は100％になりま
せん。）

貸借対照表の公共資産合計額は、住民サービスを提供するために保有している資産ですが、こ
の資産をこれまでの世代の負担でまかなってきたのか、将来の世代に負担していただかなけれ
ばならないかの割合をみることができます。

社会資本形成の過去及び現世代負担比率
＝純資産÷公共資産合計×100

社会資本形成の将来世代負担比率
＝（地方債残高＋未払金残高）÷公共資産合計×100

過去及び現世代負担：50％～90％

将来世代負担：15％～40％

平均的な値

分析

説明

計算式

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表1-9 社会資本形成の世代間負担比率 
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（３）持続可能性（健全性） 

～財政に持続可能性があるか（どれくらい借金があるのか）～ 

 
⑥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
表す指標で、借金の多寡や債務返済能力をみることができます。この数値が小さければ小さい
ほど借金の経常的収支に対する負担は軽く、債務償還能力が高いということになります。

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）

3年～9年

平成26年度の精華町の地方債の償還可能年数は7.1年であり、平均的な値よりも少し高い数値
となっているため、債務償還能力は低い水準にあります。経年比較で見てみると、5年間の平均
は約7年となり、平均の範囲内ですが、上限に近い値となっており、経年を通しても債務償還能
力は低い水準にあると考えられます。
また、平成26 年度は、消防庁舎建替事業、精華中学校校舎改築等事業の財源として、地方債を
発行したため、地方債残高が増加に転じましたが、経常的収支額についても、増加したため、
償還可能年数については、前年度と比較してほぼ横ばいとなっています。

分析

説明

計算式

平均的な値

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表1-10 地方債の償還可能年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦流動比率 

分析

説明

計算式

平成26年度の比率は61.2％であり、短期的な資金繰りに余裕がないことがわかります。前年度
と比較すると、16.7ポイント改善していますが、これは基金の残高の増などにより、流動資産
が増加し、また地方債の償還等により流動負債が減少したことが挙げられます。

短期的な債務である流動負債を返済できるかを判断する指標です。この比率が高いほど、短期
的な資金繰りに対して余裕があり、安定性が高いと言えます。100％を下回っている場合は、
資金が不足、または不足する恐れがあることを意味しています。

流動資産÷流動負債
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図表1-11 流動比率 

 

（４）効率性 

～行政サービスは効率的に提供されているか～ 

 
⑧行政コスト対公共資産比率 

計算式 経常行政コスト÷公共資産×100

平均的な値 10％～30％

分析 平成26年度の比率は、14.4％となっており、平均的に資産の活用を図ることができています。
前年度と比較すると、平成26年度は、消防庁舎建替事業、精華中学校校舎改築等事業による公
共資産整備が進められていますが、公共資産合計額で見ると減価償却費の影響で減少している
こと、一方、経常行政コストについては、扶助費等の影響で増加しているため、比率が増加し
ました。このことから、公共資産への投資だけでなく、福祉分野を中心とする扶助費などの行
政サービスの割合が増加している傾向になっていることがわかります。

説明 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）がわかります。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表1-12 行政コスト対公共資産比率 
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（５）弾力性 

～資産形成を行う余裕はどのくらいあるか～ 

 
⑨行政コスト対税収等比率 
説明

平均的な値

分析

計算式

行政コスト計算書における純経常行政コストに対する一般財源比率をみることによって、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のうち、どれ
だけ当年度の負担で賄われたかがわかります。比率が100％を下回っている場合は、翌年度以
降へ引き継ぐ資産が蓄積されたか、あるいは翌年度以降へ引き継ぐ負担が軽減されたこと（も
しくはその両方）を表しており、比率が100％を上回っている場合は、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（もしくはその両方）
を表しています。また、比率の数値が100％から乖離しているほど、それらの割合が高いこと
になります。

純経常行政コスト÷税収等（一般財源＋補助金等受入(その他一般財源等)）×100

90％～110％

平成26年度の比率は96.9％であり、平均的な値に入っており、100％を下回っているため、
純経常行政コストを当年度の負担で賄えたことがわかります。前年度と比較して100％を下
回ったのは、純経常行政コストの増加よりも、各種交付金や財産収入等を含めた一般財源が増
加したためです。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表1-13 行政コスト対税収等比率 
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（６）自律性 

～歳入はどれくらい税金等で賄われているか 

（受益者負担の水準はどうなっているか）～ 
⑩受益者負担比率 
説明

計算式

平均的な値

分析

行政コスト計算書における経常収益は、いわゆる使用料や手数料といった受益者の負担金額で
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により、行政サービスを利用す
る人が負担している割合がわかります。残りの割合分は、主に税金等で賄われています。

経常収益÷経常行政コスト×100

平成26年度の比率は3.8％であり、平均的な値となっています。経常収益の主なものは、使用
料（保育料・住宅家賃・施設使用料など）や寄付金であり、ここに地方税は含まれないことか
ら、受益者負担比率の平均的な値も低い比率になります。経年比較で見てみると、平成22年度
は比率が高くなっていますが、これは寄附金（開発関連施設整備協力金）の増収が影響してい
るためで、その後は年々寄付金の減少により、比率も減少傾向となっています。ただし、概ね
平均的な値の範囲内で推移しており、受益者に対し、過度に負担をさせているわけではありま
せん。

2％～8％

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表1-14 受益者負担比率 
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第３部 連結財務書類について 

１．連結財務書類とは 

地方公共団体は、普通会計で実施している事業のほかにも、公営企業会計などの特別会計を設けて

行政サービスを行っています。また、他の地方公共団体と一部事務組合を設置して特定の事業を行っ

たり、地方公共団体が自ら出資した団体と連携して行政サービスを行うこともあります。 

そのため、普通会計の財務書類を作成するだけでは、地方公共団体の財務状況の全体を把握するこ

とはできません。そこで、地方公共団体の普通会計、公営事業会計とあわせて関係団体等も連結した

財務書類を作成することで、地方公共団体の全体の姿がわかることになります。 

平成19年10月に総務省より公表された「新地方公会計制度実務研究会報告書」においても、地方

公共団体の普通会計のみならず、公営事業会計、地方公共団体が加入している一部事務組合・広域連

合、地方三公社、地方公共団体が出資・出捐している第三セクター等についても連結することが求め

られています。 

 

 

２．連結財務書類の作成基準 

 

 ①作成方法 

平成19年10月に総務省より公表された「新地方公会計制度実務研究会報告書」における総務省方

式改訂モデルに基づいて作成しています。 

 

 ②作成基準日 

平成26年度末日（平成27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27

年4月1日～平成27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。 

 

 ③連結の範囲  
「新地方公会計制度実務研究会報告書」では、連結の範囲が次のように示されています。 

 

   ①地方公共団体に属する普通会計及びすべての公営事業会計 

   ②地方公共団体が加入するすべての一部事務組合・広域連合 

※一部事務組合・広域連合の連結にあたっては、規約等に基づく経費負担割合に応じて比例連結する

こととされています。 

   ③地方公共団体が設立した地方三公社や地方独立行政法人 

   ④地方公共団体が50％以上出資している法人、50％未満でも経営に主導的影響を及ぼしてい 

る法人 

※複数の地方公共団体が共同設立している法人等は、その経営に主導的な立場にある地方公共団体が

連結するか、出資比率に応じて比例連結することとされています。 

 

 

この基準による本町の連結範囲は次のとおりです。 
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≪本町の連結範囲≫ 

40.20%

19.93%

0.96%

8.20%

1.41%

3.53%

1.19%

（注：1）

（注：2）

精
華
町
全
体

普通会計

公
営
事
業
会
計

地方公営 企業
法適用

国民健康保険病院事業特別会計

水道事業特別会計

地方公営 企業
法非適用

簡易水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計

公
営
企
業

会
計

そ
の
他

特
別
会
計

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療制度特別会計

介護保険事業特別会計

介護サービス事業特別会計

関
係
団
体
等

相楽郡西部塵埃処理組合

連結割合

相楽郡広域事務組合

京都府後期高齢者医療広域連合

京都府市町村議会議員公務災害補償等組合

京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合

京都府自治会館管理組合

京都地方税機構

京都府市町村職員退職手当組合

学研都市京都土地開発公社  
（注：1）本町では京都府市町村職員退職手当組合に加入していますが、普通会計の財務書類作成において退職手当組合を連

結したものとする「みなし連結」を採用しています。 

（注：2）学研都市京都土地開発公社は、精華町・京田辺市・木津川市の三市町で33.3％の割合で出資していますが、出資

比率による比例連結によらず、個々の資産等のうち精華町事業分を特定して連結しています。 

（その他）個別の会計基準が定められているものについては、新地方公会計モデルで作成している普通会計との連結上必要な

修正・読替処理をしていますので、個別の決算書と整合しない場合があります。 

     地方公営企業会計制度の見直しにより、一部計上方法や修正・読替処理が変更されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※一部事務組合・広域連合、共同設立の出資法人は、連結割合分だけが本町の連結グループに属します。 

 

 

相楽郡西部塵埃処理組合 

相楽郡広域事務組合 

京都府後期高齢者医療広域連合 

京都府市町村議会議員公務災害補償等組合 

京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合 

京都府自治会館管理組合 

京都地方税機構 

京都府市町村退職手当組合 

精華町全体 

普通会計 

国民健康保険病院事業特別会計 

水道事業特別会計 

簡易水道事業特別会計 

公共下水道事業特別会計 

国民健康保険事業特別会計 

後期高齢者医療制度特別会計 

介護保険事業特別会計 

介護サービス事業特別会計 

精華町の連結グループ 

学研都市京都土地開発公社 
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④純計処理 

純計処理とは、連結対象法人等の個別財務書類を単純合算したうえで、内部取引を相殺消去するこ

とをいいます。普通会計と特別会計や関連団体の財務書類を連結させる際は、各会計・団体間の内部

取引（繰出金・補助金・委託料等の資金移動や、出資・貸付等の資産取引）について、重複計上を避

けるために相殺消去処理を行います。 

ただし、水道料金、下水道使用料、施設使用料等のように、条例で金額が定められているもの（一

般的な利用者と同じ条件の取引）や、年間の取引総額が少額のものについては、相殺消去の対象から

除くことができることとされています。 

  

※相殺消去等を行った具体的な金額は、各財務書類の「内訳表」の「相殺消去等」の欄に記載されて

います。（すべての相殺消去を、当該欄において一括して差し引きしています。） 

 

３．連結財務書類の概要 

①連結貸借対照表                                     

（単位：百万円） 

借    方 貸    方 

  連結 普通会計 連単倍率   連結 普通会計 連単倍率 

【資産の部】       【負債の部】       

１．公共資産 109,030 73,617 1.48 １．固定負債  31,378 17,865 1.76 

(1)有形固定資産 108,839 73,431 1.48 (1)地方債 23,000 13,131 1.75 

(2)無形固定資産 5 0 - (2)関係団体地方債 30 0 - 

(3)売却可能資産 186 186 1 (3)長期未払金 2,805 2,841 0.99 

２．投資等           6,243 3,411 1.83 (4)退職手当引当金 2,068 1,893 1.09 

(1)投資及び出資金 17 583 0.03 (5)その他 3,475 0 - 

(2)貸付金 76 3 25.33 ２．流動負債 2,411 1,828 1.32 

(3)基金等 5,961 2,742 2.17 (1)翌年度償還予定地方債 1,817 1,287 1.41 

(4)長期延滞債権 239 106 2.25 (2)短期借入金 34 0 - 

(5)回収不能見込額 △ 50 △ 23 2.17 (3)未払金 368 344 0.88 

３．流動資産          3,842 1,118 3.44 (4)賞与引当金 145 126 1.15 

(1)資金 3,743 1,081 3.46 (5)その他 47 71 - 

(2)未収金 105 38 2.76         

(3)その他 3 0 -  負債合計 33,789 19,693 1.72 

(4)回収不能見込額 △ 9 △ 1 9         

        【純資産の部】       

         純資産合計 85,326 58,453 1.46 

                

資産合計           119,115 78,146 1.52 負債・純資産合計 119,115 78,146 1.52 

 

図表2-1 連結貸借対照表の要旨 

 

連結貸借対照表の平成26年度末の資産総額は1,191億1千5百万円であり、普通会計の1.52倍と 

なっています。 

連結対象会計・団体のうち、資産額が多いのは、水道事業会計や公共下水道事業会計、また、ゴミ 

処理施設を有する相楽郡西部塵埃処理組合及び、し尿処理施設等を有する相楽郡広域事務組合等であ
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り、いずれもインフラ等の施設を整備してサービスの提供を行っている会計等となっています。 

一方、負債総額は337億8千9百万円で（資産額の28.4％）、普通会計の1.72倍、また、純資産 

は853億2千6百万円（資産額の71.6％）で、普通会計の1.46倍となっています。 

 

②連結行政コスト計算書              

                                   （単位：百万円） 

  連結 構成比（％） 普通会計 連単倍率 

経常行政コスト 20,673 100  10,610 1.95 

１．人にかかるコスト 2,487 12.0 2,262 1.1 

 (1)人件費 2,321 11.2 2,095 1.11 

 (2)退職手当引当金繰入金 21 0.1 41 0.51 

 (3)賞与引当金繰入金 145 0.7 126 1.15 

２．物にかかるコスト 5,566 26.9 3,695 1.51 

 (1)物件費 2,750 13.3 1,945 1.41 

 (2)維持補修費 83 0.4 45 1.84 

 (3)減価償却費 2,733 13.2 1,705 1.6 

３．移転支出的なコスト 11,697 56.6 4,319 2.71 

 (1)社会保障給付 9,334 45.2 2,206 4.23 

 (2)補助金等 2,091 10.1 608 3.44 

 (3)他会計等への支出額 202 1 1,488 0.14 

 (3)他団体への公共資産整備補助 70 0.3 17 4.12 

４．支払利息等 923 4.5 334 2.77 

 (1)支払利息 625 3 325 1.93 

 (2)回収不能見込額計上額 11 0.1 9 1.22 

 (3)その他行政コスト 287 1.4 0 - 

経常収益 7,001 33.8 408 17.16 

１．使用料・手数料 422 2 378 1.12 

２．分担金・負担金・寄附金 3,708 17.9 30 123.6 

３．保険料 1,607 7.8 - - 

４．事業収益 986 4.8 - - 

５．その他特定行政サービス収入 278 1.3 - - 

純経常行政コスト         

（経常行政コスト－経常収益） 13,672   10,202 1.34 

 

図表2-2 連結行政コスト計算書の要旨  

 

連結行政コスト計算書の平成26年度の経常行政コスト総額は206億7千3百万円で、普通会計の 

1.95倍となっています。 

連結対象会計・団体のうち、経常行政コストが多いのは、国民健康保険事業会計、介護保険事業会 

計、後期高齢者医療広域連合等であり、全体として、医療・福祉といった分野のサービス提供を行っ

ている事業が大きな割合を占めています。 

一方、経常収益は70億1百万円であり、普通会計の17.16倍となっています。これは、普通会計の

事業は町税や国・府からの支出金などで賄われることが多いのに対し、公営事業は、国民健康保険や

介護保険等の保険料、上・下水道の使用料など、受益者負担により賄われることが原則とされている

ためです。 
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４．連結財務書類４表を利用した財務分析 

 ①住民一人当たりの資産、負債 

連結貸借対照表について、住民一人当たりの数値に置き換えることにより、資産、負債の状況がよ

りわかりやすくなります。 

図表2-3のとおり、住民一人当たりの資産総額は、普通会計のみでみた場合は208万円ですが、精

華町全体では314万円（50.9％増）、関係団体まで連結した場合では318万円（52.9％増）にのぼ

ります。特に、普通会計のみと精華町全体を比較した場合に大きく公共資産が増加しています。これ

は、病院事業会計、水道事業会計、公共下水道事業会計で計上している資産が大きく影響しています。

一方、図表2-4のとおり、将来世代の負担である負債も、普通会計のみでは53万円でしたが、精華

町全体では89万円（67.9％増）、連結では90万円（69.8％増）になります。増加の主な要因とし

ては、公共下水道事業会計の公営事業地方債の影響が大きいことが挙げられます。 

 

                             （単位：万円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表2-3 住民一人当たり資産（平成26年度）              図表2-4 住民一人当たり負債（平成26年度） 

 
（注:1）平成26年度末（平成27年3月31日）の総人口37,489人で計算しています。 

（注:2）精華町全体・連結は、純計処理後の数値です。 

 

 

次に、図表2-5のとおり、経年比較して見ると、資産は年々減少していることがわかります。特に、

公共資産の減少は、主に減価償却によるものであり、また、投資等及び流動資産の減少は、主に基金

の取り崩しによる基金残高の減少によるものです。一方、図表2-6のとおり負債も年々減少しており

ましたが、平成26年度においては、地方公営企業会計制度見直しにより、固定負債が前年度に比べて、

増加に転じています。 

                                     （単位：万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表2-5 住民一人当たり資産（連結版）                 図表2-6 住民一人当たり負債（連結版） 

病院、水道、

下水道事業会

計保有資産に

よる増 

公営事業地方債

による増 
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②社会資本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について、純資産による形成割合や地方債残高による形成割合 

を見ることにより、これまでの世代（過去及び現世代）やこれからの世代（将来世代）の負担割合が

わかります。（なお、社会資本形成の財源とならない地方債も含まれているため、過去及び現世代負担比率と将来世代負

担比率の合計は100％になりません。） 

 社会資本形成の世代間負担比率を普通会計、精華町全体、連結でそれぞれ比較すると、図表2-7の

とおりとなります。公営事業会計や関係団体では、水道や下水道、病院、ゴミ処理施設など大きな資

産を有しており、普通会計のみに比べ、精華町全体、連結した場合は、将来世代の負担割合が大きく

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           図表2-7 社会資本形成の世代間負担比率（平成26年度） 

 

 

 

 
次に、経年比較して見ると、図表2-8のとおりとなります。年々、負担比率は減少傾向にありま

すが、平成26年度は、将来世代の負担比率が微増しています。これは、地方公営企業会計制度見直

しにより、負債額が増加したことによるものです。 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表2-8 社会資本形成の世代間負担比率（連結経年比較） 
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③有形固定資産の行政目的別割合 
 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について、図表2-9のとおり、連結すると

どのような資産変動になるかをグラフに表しました。大きな変動があるのは、「①生活インフラ・国

土保全」及び「④環境衛生」となっています。これは、公共下水道事業会計の保有資産が①に区分さ

れ、水道事業会計と病院事業会計の保有資産が④に区分されるためです。特に、環境衛生に区分され

る資産については、普通会計のみでは、ほとんど0に近い割合であるのに対し、連結すると約124倍

にも増えます。このことから、環境衛生分野での公共資産の整備は、普通会計以外で行ってきたこと

がわかります。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表2-9 有形固定資産の行政目的別割合（平成26年度） 

 

 

 
次に、図表2-10のとおり、経年比較して見ると、大きな変化は見られませんが、インフラ資産や

教育資産、環境衛生資産で8割以上を占めており、これらに重点をおいた資産整備が行われてきたこ

とがわかります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表2-10 有形固定資産の行政目的別割合（連結経年比較） 

道路など 

 

 

学校など 

 

ごみ処理施設 

水道、病院保有資産など 
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④行政コスト計算書における行政目的別割合 

行政目的別の行政コストにおいて、図表2-11のとおり、③福祉では、連結すると普通会計に比べ

て約3倍に増加します。これは、連結対象会計の国民健康保険事業、介護保険事業などの影響が大き

な要因となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表2-11 行政コスト計算書における行政目的別割合（平成26年度） 

 

 

次に、図表2-12のとおり、経年比較して見ると、行政コストは年々増加していることがわります。

特に、③福祉について増加傾向にありますが、これは、扶助費にかかる経費が年々増加していること

を示していますが、主な理由としては、国民健康保険事業特別会計及び介護保険事業特別会計の保険

給付費増加が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図表2-12 行政コスト計算書における行政目的別割合（連結経年比較） 

扶助費の増加 


