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１．４表の相互関係

借方　 貸方

貸借対照表 行政コスト計算書

　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４つの財務諸表は以下のような相関
関係にあります。
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貸借対照表とは

貸借対照表の作成基準

○　対象となる会計範囲

　普通会計（一般会計＋公共用地取得事業特別会計）を対象としています。

○　作成基準日

○　採用した基礎数値

借方

資産
〔土地、建物、預金等〕

貸方

負債
〔将来の世代が負担〕
今後、支払いが必要

純資産
〔これまでの世代が負担〕

支払いが不要

　平成2５年3月31日を基準日としています。
　ただし、平成2５年4月1日から5月31日までの出納整理期間の収支は、基準日までに
終了したものとして処理しています。

　昭和44年度以降の決算統計のデータを基礎数値としています。

２．貸借対照表〔バランスシート〕

　通常、地方公共団体では単年度の現金収支に着目し会計処理を行っています。毎年度作成される歳入歳
出決算書では、年度間の行政サービス、資産形成にどれだけの経費が使われたのか、また、それらの財源
である税金等の収入がどのくらいであったのかを表しています。
　一方、貸借対照表では、過去から現在に至るまでの決算データを積み上げ、その地方自治体に現在どれ
だけの資産があり、その資産を形成するためにどのようにお金が使われたのかを表しています。具体的に
は表の左側「借方」に資産、右側「貸方」に資産形成の財源である資金を性格別に表記します。
　また、貸借対照表は表の左右がバランスすることから「バランスシート」とも呼ばれています。

　貸借対照表の作成については、「新地方公会計制度実務研究会報告書（平成１９年10月総務省）」に示
されている作成方法（総務省方式改訂モデル）に基づいています。

貸借対照表を作成することの意義 

・ 資産、負債を含めた財政の現状について客観的に捉えることができる。 
・ 地方自治体の資産形成と財源（税金、国・県補助金等）投入の関係を明らかにできる。 

・ 資産と負債の割合から、現在世代の負担と将来世代の負担の関係を明らかにできる。 
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貸借対照表の概要

貸借対照表〔平成25年3月31日〕
〔単位：千円〕

〔資産の部〕 〔負債の部〕

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債

(2) 売却可能資産 (2) 長期未払金

(3) 退職手当引当金

２　投資等 (4) 損失補償等引当金

(1) 投資及び出資金

(2) 貸付金 ２　流動負債

(3) 基金等 (1) 翌年度償還予定地方債

(4) 長期延滞債権 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金）

(5) 回収不能見込額 (3) 未払金

(4) 翌年度支払予定退職手当

３　流動資産 (5) 賞与引当金

負債合計

(1) 現金預金

①財政調整基金 [純資産の部]

②減債基金 １　公共資産等整備国県補助金等

③歳計現金 ２　公共資産等整備一般財源等

３　その他一般財源等

(2) 未収金 ４　資産評価差額

資産合計 純資産合計

〔資産の部〕

１　公共資産

(1) 有形固定資産

(2) 売却可能資産
  「公共資産」のうち、行政目的のために使用されていない売却可能資産は98,253千円となって
います。

  「公共資産」のうち、道路、公園、小中学校及び保育所等に係る土地建物などの資産は、
95,490,994千円となっています。

資　　産　　合　　計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

20,438,525

5,024,849

1,361,649

779,249

101,176,654

451,334

111,224

1

435,264

562,558

3,675,801

0

2,000

2,580,080

390,524

△ 86,653

57,301,617

△ 24,928,518

65,329

101,176,654

95,589,247

95,490,994

98,253

204,352

0

6,307,413

0

3,882,153

44,417,548

34,745,247

貸方

　資産のうち「公共資産」は、「有形固定資産」と「売却可能資産」で構成されています。

なお、総額は95,589,247千円となっており、総資産のおよそ9４％を占めています。

16069

48,299,701

52,876,953101,176,654

借方

3,364,888
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２　投資等

(1) 投資及び出資金

(2) 貸付金

(3) 基金等

　このうち、主なものは産業の振興のためのものであり2,278,733千円となっています。

(4) 長期延滞債権

(5) 回収不能見込額

３　流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

　過去の回収実績から、86,653千円を回収不能見込額として計上しています。

 長期延滞債権のうち納付期限から1年以上納付されていない租税債権は、299,168千円となって
います。

　資産のうち「流動資産」は、「現金預金」及び「未収金」で構成され、総額は562,558千円となっ
ております。

　財政調整基金16,069千円及び減債基金1千円を計上しています。

　このうち、83,000千円が市税となっています。

   基金の総額は、2,580,080千円となっています。

　資産のうち「投資等」は、「投資及び出資金」、「貸付金」、「基金等」、「長期延滞債権」及び
「回収不能見込額」で構成され、総額は5,024,849千円となっており、総資産のおよそ５％となって
います。

　平成2４年度において、歳入として見込んでいた地方税等のうち会計年度内に収入とならなかっ
た額114,238千円から回収不能見込額3,014千円を差し引き、111,224千円を計上していま
す。

　水道事業の整備や公共的団体等に対して、1,361,649千円の出資をしています。

　奨学金貸付等、779,249千円を計上をしています。
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〔負債の部〕

１　固定負債

(1) 地方債

(2) 長期未払金

(3) 退職手当引当金

(4) 損失補償等引当金

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金）

(3) 未払金

(4) 翌年度支払予定退職手当

(5) 賞与引当金

　地方債のうち、翌年度償還予定額3,675,801千円を計上しています。

　翌年度の6月に支給される賞与のうち、平成2４年度負担相当額204,352千円を計上していま
す。

　退職手当組合に加入しているため0千円となります。

　平成25年度償還予定額を除いた地方債、34,745,247千円を計上しています。

　負債のうち「流動負債」は、「翌年度償還予定地方債」、「 短期借入金（翌年度繰上充用金）」、
「未払金」、「翌年度支払予定退職手当」及び「賞与引当金」で構成され、総額は3,882,153千円と
なっており、負債・純資産合計のおよそ４％を占めています。

　一部事務組合下北医療センターむつ総合病院負担金に係る債務負担行為、3,364,888千円を計
上しております。

　平成2４年度における普通会計の赤字はないため0千円となります。

　損失補償等引当金はありません。

　平成2４年度開催市議会に係る会議録作成委託料の平成2５年度支払予定額2,000千円となって
います。

　平成2４年度末に特別職を含む全職員（平成2４年度末退職者を除く）が普通退職した場合の退
職手当支給見込額から、翌年度支払予定退職手当の額を除いた6,307,413千円を計上していま
す。

  負債のうち「固定負債」は、「地方債」、「長期未払金」及び「退職手当引当金」で構成され、総額
は44,417,548千円となっており、負債・純資産合計のおよそ4４％を占めています。

6



〔純資産の部〕

１　公共資産等整備国県補助金等

２　公共資産等整備一般財源等

３　その他一般財源等

４　資産評価差額

　行政サービスの提供に必要な資産整備などの財源として、これまでに国及び県から受け入れた補助金
20,438,525千円を計上しています。

　行政サービスの提供に必要な資産整備などの財源のうち、国及び県から受けた補助金と建設地方債を
除いた57,301,617千円を計上しています。

　△ 24,928,518千円を計上しております。
　これは、資産形成に直接関係のない「臨時財政対策債」及び「退職手当債」を借入していること等か
らマイナス計上となります。
　また、こうした負債に対して、十分な備えが蓄えられていないことを表しているとも言えます。

　市が保有している土地及び株で売却可能としている資産の前年度との評価差額を計上しています。
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貸借対照表を活用した財務分析

■社会資本形成に係る世代間負担比率

■住民一人当たりの貸借対照表

〔単位：千円〕

〔資産の部〕 〔負債の部〕
１　公共資産 １　固定負債

２　投資等 ２　流動負債

３　流動資産 [純資産の部]

1,615

709

公共資産合計

101,176,654千円

資　　産　　合　　計 1,615 負 債 ・ 純 資 産 合 計
〔平成2５年3月31日現在のむつ市住民基本台帳人口：62,652人〕

将来世代が負担する額

48,299,701千円

47.7%

これまでの世代が負担した額

52,876,953千円

52.3%

8449

1,526

6280

借方 貸方

　社会資本の整備結果を表す「公共資産」について、これまでの世代と将来世代の負担状況を示します。
　これまでの世代の負担が51.7％、将来世代の負担は48.3％となっています。

　平成2５年3月31日現在のむつ市住民基本台帳人口を基に、住民一人当たりの資産及び負債・純資産の
状況を試算しました。
　バランスシートを住民一人当たりに換算すると、資産は1,615千円、負債は771千円、純資産は844
千円となっています。
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行政コスト計算書とは

行政コスト計算書の概要

行政コスト計算書〔平成24年4月1日～平成25年3月31日〕
〔単位：千円、％〕

１　人に係るコスト

（１）人件費

（２）退職手当引当金繰入等

（３）賞与引当金繰入額

２　物に係るコスト

（１）物件費

（２）維持補修費

（３）減価償却費

３　移転支出的なコスト

（１）社会保障給付

（２）補助金等

（３）他会計等への支出額

（４）他団体への公共資産整備補助金等

４　その他のコスト

（１）支払利息

（２）回収不能見込計上額

（３）その他行政コスト

１．使用料・手数料　

２．分担金・負担金・寄附金　

（差引）純経常行政コスト　　A－B　　

経常利益　B

58.7%

　貸借対照表（バランスシート）が作成基準日時点の資産や負債の状況を表すのに対し、行政コスト計算
書はその年度間の行政活動の収支を表します。
　歳入歳出決算書では、行政サービスも資産形成もすべて歳入歳出の対象として収支を計算しますが、行
政コスト計算書では、普通建設事業費や地方債の償還は資産の増加や負債の減少であり費用（コスト）と
して捉えないため計上せず、反対に通常の歳入歳出決算では計上されない有形固定資産の減価償却費や退
職手当引当金繰入等を費用として計上します。

519,585
48,743

292

2.1%568,620

28.4%7,729,912

428,323

3,235,695
1,061,180
3,433,037

4,201,266
5,459,536

5,887,929

98%

100%
299,274
246,871

54.8%
45.2%

15,977,054

３．行政コスト計算書

546,145

3,538,525
△ 800,714

204,352

区分 金額 構成比率
27,217,749 100%経常行政コスト　A

2,942,163

26,671,604

10.8%

行政コスト計算書を作成することの意義 
・ 歳入歳出決算書だけではわからない減価償却費や退職手当引当金繰入等などを含めた行政
サービスとコストの関係が把握できる。 
・人件費コスト、物件費コスト、使用料・手数料収入などを経費の目的別に把握できる。（本概
要版では目的別の区分を一部省略しています） 
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性質別行政コストの状況

目的別行政コストの状況

単位：千円

生
活

教　育福　祉環 境 衛 生産 業 振 興消　防総　務議　会支 払 利 息
回
収

その他
# # # # # # # # # # 0

568,620

人に係るコスト

物に係るコスト

移転支出的なコスト

その他のコスト

7,729,912

#######

2,942,163

　性質別行政コストの状況とは、資産形成に結びつかない経常的な支出について、性質別に分類したもの
です。
　はじめに”人に係るコスト”とは、人件費、退職手当引当金繰入及び賞与引当金繰入をいい、総額で
2,942,163千円となっており、経常的な行政コストの10.8％を占めています。
　”人に係るコスト”の主なものは、人件費で3,538,525千円となっています。
　次に”物に係るコスト”は、物件費、維持補修費及び減価償却費をいい、総額で7,729,912千円となっ
ており、経常的な行政コストの28.4％を占めています。
　”物に係るコスト”の主なものは、物件費が3,235,695千円、減価償却費は3,433,037千円となって
います。
　最後に、”移転支出的なコスト”についてですが、これには社会保障給付費及び補助金等が含まれ、総
額で15,977,054千円となっており、経常的な行政コストの58.7％を占めています。
　”移転支出的なコスト”の主なものは、社会保障給付に係る費用が5,887,929千円、補助金等が
4,201,266千円となっています。

　”経常的行政コスト”を目的別に分類すると、福祉が9,263,395千円〔構成比34.0％〕と最も多く、
続いて環境衛生5,761,004千円〔構成比21.2％〕、生活インフラ・国土保全2,739,520千円〔構成比
10.1％〕、総務2,636,884千円〔構成比9.7％〕、教育2,628,733千円〔構成比9.7％〕、産業振興
1,826,558千円〔構成比6.7％〕、消防1,656,867千円〔構成比6.1％〕、支払利息519,585千円〔構
成比1.9％〕、議会136,460千円〔構成比0.5％〕の順となっています。

人に係るコスト 

2,942,163千円

（10.8%） 

物に係るコスト 

7,729,912千円  

（28.4%） 

移転支出的なコスト 

15,977,054千円

（58.7%） 

その他のコスト 

568,620千円 

（2.1%） 

2,739,520 

2,628,733 

9,263,395 

5,761,004 

1,826,558 

1,656,867 

2,636,884 

136,460 

519,585 

48,743 

0 

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

生活インフラ 

・国土保全 

教 育 

福 祉 

環 境 衛 生 

産 業 振 興 

消 防 

総 務 

議 会 

支 払 利 息 

回収不能 

見込計上額 

その他 
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純資産変動計算書とは

純資産変動計算書の概要

〔単位：千円〕

純経常行政コスト

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入

臨時損益

災害復旧事業費

公共資産除売却損益

投資損失

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入

その他

期末純資産残高

金額

52,180,328

19,063,585

△ 26,671,604

△ 472,496

区分

52,876,953

0

△ 636,391

0

0

４．純資産変動計算書

△ 376

　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項目について、一年間の変動の状況を示
す表です。

1,206,442

純資産変動計算書〔平成2４年4月1日～平成2５年3月31日〕

　純資産が平成2４年度一年間で、696,625千円（約1.3％）増加したことがわかります。災害等によ
る臨時損益が大幅に減っていることや、退職手当引当金が前年度比で大きく減額したこと等により純経
常行政コストが改善した結果、増加した形となっています。

696,625千円の増

その他

8,941,111

△ 163,519

期首純資産残高

△ 76

5,809,193
12,047,950

純資産変動計算書を作成することの意義 

・貸借対照表の純資産の部に計上された数値が1年間にどのように変動したかを明らかにするもの

です。資産から負債を差し引いた純資産は、これまでの世代が負担してきた部分を表しており、1

年間の増減を要因別に把握することができます。 
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資金収支計算書とは

資金収支計算書の概要

〔単位：千円〕

公共資産整備収支の部

149,163

繰上充用金

　資金収支計算書は、歳計現金〔資金〕の収支の状況を「経常的収支の部」、「公共資産整備収支の部」及
び「投資・財務的収支の部」の3つの区分に応じて表した計算書です。

経常的収支の部

資金不足額②

686,252

支出

3,522,912

支出

投資・財務的収支の部

期末歳計現金残高

＝ 435,264

4,007,479

5,886,219資金不足額③

収入

29,746,703

2,836,660

収入

1,878,740

収入

24,903,809

収支余剰額①

4,842,894

支出

286,101

期首歳計現金残高

＋ ＋ 0149,163

５．資金収支計算書

  当年度歳計現金増減額 
  ①－②－③ 

資金収支計算書を作成することの意義 
 款項目別に表示されている歳入歳出決算書では、資本取引と損益取引の区分がないフロー情報
が中心であり、ストック情報につながらないなど資金収支の状況が明確ではありませんが、資金
収支計算書は、行政活動を歳計現金（資金）の流れからみたものであり、上記３つの区分に分類
することにより、どのような行政活動にどの程度の資金が使われたのかを把握することができま
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〔経常的収支の部〕

■支出

■収入

〔公共資産整備収支の部〕

■支出

■収入

〔投資・財務的収支の部〕

■支出

■収入

　経常的な収入の合計額は、29,746,703千円となっています。
　地方交付税や地方税など、日常の行政サービスの提供に必要な支出に充てる収入です。
　収入額の多い順に、地方交付税12,047,950千円、国県補助金等8,192,797千円、地方税
5,775,414千円などとなっています。
　この結果、4,842,894千円の余剰額が生じますが、公共資産整備及び地方債の償還に充当されるこ
とになります。

　投資及び財務的収支に係る収入の合計額は、1,878,740千円となっています。
　支出の財源となったもののうち、主なものは、貸付金の回収額1,723,585千円、基金取崩額
80,600千円、公共資産等売却収入48,224千円及びその他収入26,331千円です。
　この結果、4,007,479千円の不足額が生じますが、経常収支の余剰額を充当することになります。

　公共資産の整備に要する支出の合計額は、3,522,912千円となっています。
　このうち、公共資産の整備支出に係るものが2,918,779千円、他団体に補助金を支出することによ
る公共資産整備に係る支出は428,323千円、他会計への繰出金のうち建設事業費に充てられたものは
175,810千円となっています。

　経常的な支出の合計額は、24,903,809千円となっています。
　社会保障給付費、人件費、補助金及び他会計への繰出等、日常の行政サービスの提供に必要な費用で
す。
　支出額の多い順に、社会保障給付5,887,929千円、他会計等への事務費等充当財源繰出支出
5,346,042千円、人件費4,488,593千円、補助金等4,201,266千円などとなっています。

　公共資産の整備に充てるための収入の合計額は、2,836,660千円です。
　公共資産整備の財源のうち主なものは、地方債発行額1,980,900千円、国県補助金等748,314千円
となっています。
　この結果、686,252千円の不足額が生じますが、経常収支の余剰額を充当することになります。

　投資及び財務的収支に係る支出の合計額は、5,886,219千円となっています。
　主な支出は、地方債償還額3,165,732千円、他会計等への公債費充当財源に係る支出1,230,484千
円及び基金積立額1,041,656千円となっています。
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一時借入金に関する情報

①資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。

②平成24年度における一時借入金の借入限度額は10,000,000千円です。

③支払利息のうち、一時借入金利子は25,436千円です。

基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報

収入総額

地方債発行額

財政調整基金等取崩額

小計〔Ａ〕

支出総額

地方債償還額

財政調整基金等積立額

小計〔Ｂ〕

34,462,103千円基
礎
的
収
入

　「基礎的財政収支」とは「プライマリーバランス」ともいい、税収と税外収入といった歳入の合計
と、過去に発行した市債などの元利払いに充てる費用を除いた歳出との収支のことをいいます。
　財政の健全性を示す指標で、この「基礎的財政収支」が均衡していれば、借金に頼らず元利払い以外
の支出を賄えていることとなるため、財政が健全であることを示すことになります。

30,441,943千円
基
礎
的
支
出

112,402

30,329,541千円

△ 320,585千円

△ 3,659,881千円

基礎的財政収支〔Ａ〕－〔Ｂ〕

34,310,007千円

△ 304,516千円

△ 3,715,644千円
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