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I. 本組合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問題点が指摘されていました。 

そのような中総務省では、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、「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月には同じく総務省から「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」が公表され、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、一部事

務組合を含む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。 
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2. 統一的な基準の特徴 
 

統一的な基準による財務書類は、主に以下のような特徴を有しています。 

 

① 会計処理方法として複式簿記・発生主義会計を採用し、一般会計等の歳入歳出デー

タから複式仕訳を作成することにより、現金取引（歳入・歳出）のみならず、すべ

てのフロー情報（期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動）及びストック情

報（資産・負債・純資産の期末残高）を網羅的かつ誘導的に記録・表示すること。 

 

② 「経済財政運営と改革の基本方針２０１４～デフレから好循環拡大へ～」（平成２

６年６月２４日閣議決定）において、「各地方公共団体の財政状況が一層比較可能

となるよう、統一的な基準による地方公会計の整備を促進する。あわせて、ＩＣＴ

を活用して、固定資産台帳等を整備し、事業や公共施設等のマネジメントも促進す

る」とされたことを踏まえ、決算情報（決算分析のための情報）の作成・開示のみ

ならず、事業や公共施設等のマネジメントの促進をも可能とする勘定科目体系を備

えていること。 

 

③ 各地方公共団体が、統一的な基準による財務書類を作成・開示することにより、全

般的な財務状況をより多面的かつ合理的に明らかにすることを通じて、住民や議会

等に対するより一層の説明責任を果たすとともに、資産債務改革や予算編成を含む

行財政改革に積極的に活用され、限られた財源を「賢く使うこと」が期待されるこ

と。 
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3. 財務書類の概要と財務書類間の相互関係図 

財務書類は、「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」からなり、「貸借対照表」は基準日時点における財政状態（資産・負債・純資産の

残高及び内訳）を表示したものであり、「行政コスト計算書」は一会計期間中の費用・収益

の取引高を表示したものです。また、「純資産変動計算書」は一会計期間中の純資産（及び

その内部構成）の変動を表示したものであり、「資金収支計算書」は一会計期間の現金の受

払いを３つの区分で表示したものです。 
 

財務書類間の相互関係は以下のとおりです。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典：総務省「財務書類作成要領」］ 

 

①貸借対照表の資産のうち、「現金預金」の金額は資金収支計算書の本年度末現金預金残高と

一致します。 

②行政コスト計算書の「純行政コスト」は、純資産変動計算書の「純行政コスト」と一致します（純行

政コストは純資産の減少要因となる為、純資産変動計算書上はマイナス表記となります）。 

③貸借対照表の純資産合計の金額は、純資産変動計算書の本年度純資産残高と一致します。 
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Ⅱ.本組合の財務書類について 

1. 貸借対照表 

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。 

 

「資産」は、保有する資産の内容や額が記載してあります。 

「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。 

 

令和２年度貸借対照表（令和3年3月31日現在） 

 

※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。 

 

 

  

単位：千円

一般会計等 負債の部 一般会計等

1.固定資産 2,844,386 1.固定負債 1,103,115

有形固定資産 2,437,758 （1）地方債 611,812

（1）事業用資産 2,266,797 （2）長期未払金 －

（2）インフラ資産 － （3）退職手当引当金 491,303

（3）物品 170,961 （4）損失補償等引当金 －

無形固定資産 － （5）その他 －

投資その他の資産 406,627 2.流動負債 85,738

（1）投資及び出資金 － （1）1年以内償還予定地方債 41,843

（2）投資損失引当金 － （2）未払金 －

（3）長期延滞債権 － （3）未払費用 －

（4）長期貸付金 － （4）前受金 －

（5）基金 406,627 （5）前受収益 －

（6）その他 － （6）賞与等引当金 43,895

（7）徴収不能引当金 － （7）預り金 －

2.流動資産 15,058 （8）その他 －

（1）現金預金 15,058 負債合計 1,188,853

（2）未収金 － 純資産の部 一般会計等

（3）短期貸付金 － （1）固定資産等形成分 2,844,386

（4）基金 － （2）余剰分（不足分） △ 1,173,795

（5）棚卸資産 － （3）他団体出資等分 －

（6）その他 －

（7）徴収不能引当金 －

3.繰延資産 － 純資産合計 1,670,591

2,859,443 負債及び純資産合計 2,859,443

貸借対照表

資産合計

資産の部
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2. 行政コスト計算書 

 

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、受益者負担以外の市町村税や地

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、組合の内部的には行政活動の効率性につながり、また、

単年度の資産形成支出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。 

 

令和２年度行政コスト計算書（令和 2年 4月 1 日～令和 3年 3月 31 日） 

 

※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。 

 

 

 

 

単位：千円

一般会計等

経常費用 940,648

1.業務費用 866,532

（1）人件費 548,276

（2）物件費等 311,886

（3）その他の業務費用 6,370

2.移転費用 74,116

経常収益 9,102

1.使用料及び手数料 465

2.その他 8,637

純経常行政コスト 931,546

臨時損失 571

臨時利益 121

純行政コスト 931,996

行政コスト計算書
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3. 純資産変動計算書 

 

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、市町村税、国・県等からの補助金等が本表の

財源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）。 

 

令和２年度純資産変動計算書（令和 2年 4月 1 日～令和 3年 3月 31 日） 

 
※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。 

 

 

  

単位：千円

一般会計等

前年度末純資産残高 1,793,562

純行政コスト △ 931,996

財源 808,335

（1）税収等 806,395

（2）国県等補助金 1,940

本年度差額 △ 123,661

資産評価差額 －

無償所管換等 690

その他 －

本年度純資産変動額 △ 122,971

本年度純資産残高 1,670,591

純資産変動計算書
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4. 資金収支計算書 

 

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、貸借対照表の資産の現金預金の金額と一

致します。 

 業務活動収支は、日常の行政サービスを行う上での収支を表しています。投資活動収支

は、資産形成に関する収支を言います。財務活動収支とは、地方債等の借入や償還に関す

る収支を言います。 

 

令和２年度資金収支計算書（令和2年4月1日～令和3年3月31日） 

 

※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。 

  

資金収支計算書 単位：千円

一般会計等

業務活動収支 59,718

1.業務支出 752,478

2.業務収入 812,196

3.臨時支出 －

4.臨時収入 －

投資活動収支 △ 22,323

1.投資活動支出 22,444

2.投資活動収入 121

財務活動収支 △ 33,615

1.財務活動支出 33,615

2.財務活動収入 －

本年度資金収支額 3,780

前年度末資金残高 11,277

比例連結割合変更に伴う差額 －

本年度末資金残高 15,058

前年度末歳計外現金残高 －

本年度歳計外現金増減額 －

本年度末歳計外現金残高 －

本年度末現金預金残高 15,058
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5. 各指標 

 

  

算式 当該値

住民一人当たり資産額 資産合計÷人口
※1 16.9万円

歳入額対資産比率 資産合計÷歳入総額 3.5年

有形固定資産減価償却率
減価償却累計額

 ÷有形固定資産
※2 43.8%

純資産比率 純資産額÷資産合計 58.4%

将来世代負担比率 地方債残高
※3

 ÷有形・無形固定資産合計
28.2%

住民一人当たり負債額 負債合計÷人口
※1 7.0万円

基礎的財政収支
（プライマリーバランス）

業務活動収支(支払利息除く)
  +投資活動収支
(基金積立金支出、基金取崩収入を除く）

3,995万円

効率性 住民一人当たり行政コスト 純行政コスト÷人口
※1 5.5万円

自律性 受益者負担の割合 経常収益÷経常費用 1.0%

※1　人口は令和3年1月1日時点の弟子屈町、鶴居村、標茶町の人口の合計（16,882人）を使用しています。

※2　有形固定資産合計-土地等の非償却資産資産＋減価償却累計額

※3　特例地方債の残高を控除した後の額。今回は特例地方債はないものとして算定しています。

指標

資産形成度

世代間公平性

持続可能性
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指標の説明 

 

住民一人当たり資産額
資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額とすることにより，資
産形成度について住民等にとってわかりやすい情報となります。
また，他団体との比較が容易になります。

歳入額対資産比率
当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより，これまでに形成
されたストックとしての資産が，歳入の何年分に相当するかを表し，地方公共団
体の資産形成の度合いを測ることができます。

有形固定資産
減価償却率

有形固定資産のうち，償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算
出することにより，耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのか
を全体として把握することができます。

純資産比率

純資産の変動は，将来世代と現世代との間で負担の割合が変動したことを意味し
ます。例えば，純資産の減少は，現世代が将来世代にとっても利用可能であった
資源を費消して便益を享受する一方で，将来世代に負担が先送りされたこと
を意味し，逆に，純資産の増加は，現世代が自らの負担によって将来世代も利用
可能な資源を蓄積したことを意味すると捉えることもできます。

将来世代負担比率
社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合（公共資産等形成
充当負債の割合）を算出することにより，社会資本等形成に係る将来世代の負担
の比重を把握することができます。

住民一人当たり負債額
負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり負債額とすることにより，持
続可能性について住民にとってわかりやすい情報となります。
また，他団体との比較が容易になります。

基礎的財政収支
（プライマリーバランス）

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動収支
(基金積立金支出、基金取崩収入を除く。）の合算額を算出することにより，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バランス
を示す指標となり，当該バランス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等の比率は増加せず，持続可能な財
政運営であるといえます。

住民一人当たり行政コスト

行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一人
当たり行政コストとすることにより，地方公共団体の行政活動の効率性を測定す
ることができます。また，当該指標を類似団体と比較することで，当該団体の効
率性の度合いを評価することができます。
なお，住民一人あたり行政コストについては，地方公共団体の人口や面積，行政
権能等により自ずから異なるべきものであるため，一概に他団体と比較するので
はなく，類似団体と比較すべきことに留意する必要があります。

受益者負担の割合

行政コスト計算書の経常収益は，使用料・手数料など行政サービスに係る受益者
負担の金額ですので，これを経常費用と比較することにより，行政サービスの提
供に対する受益者負担の割合を経年比較したり，類似団体比較したりすることに
より当該団体の受益者負担の特徴を把握することができます。
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Ⅲ.参考資料 
 一般会計等財務書類 4 表 

 

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産 2,844,385,764 　固定負債 1,103,115,084

　　有形固定資産 2,437,758,388 　　地方債 611,811,870

　　　事業用資産 2,266,796,891 　　長期未払金                  －

　　　　土地                  － 　　退職手当引当金 491,303,214

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物 2,847,602,113 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △1,264,023,449 　流動負債 85,737,683

　　　　工作物 1,185,362,475 　　1年内償還予定地方債 41,842,929

　　　　工作物減価償却累計額       △502,144,248 　　未払金                  －

　　　　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 43,894,754

　　　　航空機                  － 　　預り金                  －

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                  － 負債合計 1,188,852,767

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分 2,844,385,764

　　　インフラ資産                  － 　余剰分（不足分）     △1,173,795,177

　　　　土地                  －

　　　　建物                  －

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物                  －

　　　　工作物減価償却累計額                  －

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品 1,416,322,490

　　　物品減価償却累計額     △1,245,360,993

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産 406,627,376

　　　投資及び出資金                  －

　　　　有価証券                  －

　　　　出資金                  －

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権                  －

　　　長期貸付金                  －

　　　基金 406,627,376

　　　　減債基金                  －

　　　　その他 406,627,376

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金                  －

　流動資産 15,057,590

　　現金預金 15,057,590

　　未収金                  －

　　短期貸付金                  －

　　基金                  －

　　　財政調整基金                  －

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計 1,670,590,587

資産合計 2,859,443,354 負債及び純資産合計 2,859,443,354

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）
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一般会計等

（単位：円）

科目 金額

経常費用 940,648,282

　業務費用 866,531,877

　　人件費 548,275,797

　　　職員給与費 493,187,064

　　　賞与等引当金繰入額 43,894,754

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他 11,193,979

　　物件費等 311,886,138

　　　物件費 117,498,727

　　　維持補修費 6,294,643

　　　減価償却費 188,092,768

　　　その他                             －

　　その他の業務費用 6,369,942

　　　支払利息 2,551,683

　　　徴収不能引当金繰入額                             －

　　　その他 3,818,259

　移転費用 74,116,405

　　補助金等 61,564,405

　　社会保障給付 10,240,000

　　他会計への繰出金                             －

　　その他 2,312,000

経常収益 9,102,370

　使用料及び手数料 465,400

　その他 8,636,970

純経常行政コスト 931,545,912

臨時損失 571,030

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損 571,030

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益 120,999

　資産売却益 120,999

　その他                             －

純行政コスト 931,995,943

一般会計等行政コスト計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日
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（単位：円）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 1,793,561,970 3,029,598,622 △1,236,036,652

　純行政コスト（△） △931,995,943 △931,995,943

　財源 808,335,000 808,335,000

　　税収等 806,395,000 806,395,000

　　国県等補助金 1,940,000 1,940,000

　本年度差額 △123,660,943 △123,660,943

　固定資産等の変動（内部変動） △185,902,418 185,902,418

　　有形固定資産等の増加 22,443,500 △22,443,500

　　有形固定資産等の減少 △188,663,799 188,663,799

　　貸付金・基金等の増加 － －

　　貸付金・基金等の減少 △19,682,119 19,682,119

　資産評価差額 － －

　無償所管替等 689,560 689,560

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △122,971,383 △185,212,858 62,241,475

本年度末純資産残高 1,670,590,587 2,844,385,764 △1,173,795,177

一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

科目 合計
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一般会計等

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出 752,478,222

　　業務費用支出 678,361,817

　　　人件費支出 548,198,505

　　　物件費等支出 123,793,370

　　　支払利息支出 2,551,683

　　　その他の支出 3,818,259

　　移転費用支出 74,116,405

　　　補助金等支出 61,564,405

　　　社会保障給付支出 10,240,000

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出 2,312,000

　業務収入 812,196,264

　　税収等収入 806,395,000

　　国県等補助金収入 1,940,000

　　使用料及び手数料収入 465,400

　　その他の収入 3,395,864

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支 59,718,042

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出 22,443,500

　　公共施設等整備費支出 22,443,500

　　基金積立金支出                             －

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入 121,000

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                             －

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入 121,000

　　その他の収入                             －

投資活動収支                   △22,322,500

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出 33,615,201

　　地方債償還支出 33,615,201

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                             －

　　地方債発行収入                             －

　　その他の収入                             －

財務活動収支                   △33,615,201

本年度資金収支額 3,780,341

前年度末資金残高 11,277,249

本年度末資金残高 15,057,590

前年度末歳計外現金残高                             －

本年度歳計外現金増減額                             －

本年度末歳計外現金残高                             －

本年度末現金預金残高 15,057,590

一般会計等資金収支計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日


