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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2８年3月31日を基準日としています。
　ただし、平成2８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28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65,521千円となって
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、
92,974,268千円となっています。

資　　産　　合　　計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

20,311,276

5,581,597

1,401,009

683,563

99,489,231

789,430

78,415

100,038

476,971

867,845

3,503,860

0

2,000

3,176,621

381,073

△ 60,669

58,177,879

△ 23,417,084

63,339

99,489,231

93,039,789

92,974,268

65,521

182,120

0

4,768,077

0

3,687,980

40,665,841

32,682,876

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93,039,789千円となっており、総資産のおよそ94％を占めています。

212,421

44,353,821

55,135,41099,489,231

借方

3,214,888
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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2,714,669千円となっています。

(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、60,669千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、262,303千円となって
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867,845千円となっ
ております。

　財政調整基金212,421千円及び減債基金100,038千円を計上しています。

　このうち、50,398千円が市税となっています。

   基金の総額は、3,176,621千円となっています。

　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5,581,597千円となっており、総資産のおよそ6％となって
います。

　平成27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82,092千円から回収不能見込額3,677千円を差し引き、78,415千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、1,401,009千円の出資をしています。

　奨学金貸付等、683,563千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3,503,860千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27年度負担相当額182,120千円を計上していま
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27年度償還予定額を除いた地方債、32,682,876千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3,687,980千円と
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、3,214,888千円を計
上しております。

　平成27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27年度開催市議会に係る会議録作成委託料の平成28年度支払予定額2,000千円となってい
ます。

　平成27年度末に特別職を含む全職員（平成27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4,768,077千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40,665,841千円となっており、負債・純資産合計のおよそ41％を占めています。
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〔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
20,311,276千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58,177,879千円を計上しています。

　△ 23,417,084千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]

1,652

675

公共資産合計

99,489,231千円

資　　産　　合　　計 1,652 負 債 ・ 純 資 産 合 計
〔平成28年3月31日現在のむつ市住民基本台帳人口：60,204人〕

将来世代が負担する額

44,353,821千円

44.6%

これまでの世代が負担した額

55,135,410千円

55.4%

91614

1,545

6193

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55.4％、将来世代の負担は44.6％となっています。

　平成28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1,652千円、負債は736千円、純資産は916
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27年4月1日～平成28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

60.5%

　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。

339,127
43,659

△ 48,533

1.2%334,253

26.2%7,564,250

913,378

3,289,026
738,829

3,536,395

4,744,526
5,021,712

6,796,568

98%

100%
234,818
358,409

39.6%
60.4%

17,476,184

３．行政コスト計算書

593,227

3,180,163
132,534
182,120

区分 金額 構成比率
28,869,504 100%経常行政コスト　A

3,494,817

28,276,277

12.1%

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

334,253

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

7,564,250

#######

3,494,817

　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
3,494,817千円となっており、経常的な行政コストの12.1％を占めています。
　”人に係るコスト”の主なものは、人件費で3,180,163千円となっています。
　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7,564,250千円となっ
ており、経常的な行政コストの26.2％を占めています。
　”物に係るコスト”の主なものは、物件費が3,289,026千円、減価償却費は3,536,395千円となって
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17,476,184千円となっており、経常的な行政コストの60.5％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6,796,568千円、補助金等が
4,744,526千円となっています。

　”経常的行政コスト”を目的別に分類すると、福祉が10,432,057千円〔構成比36.1％〕と最も多
く、続いて環境衛生5,118,609千円〔構成比17.7％〕、総務3,043,170千円〔構成比10.5％〕、教育
2,671,514千円〔構成比9.3％〕、生活インフラ・国土保全2,557,298千円〔構成比8.9％〕、産業振興
2,551,138千円〔構成比8.8％〕、消防1,841,364千円〔構成比6.4％〕、支払利息339,127千円〔構
成比1.2％〕、議会271,568千円〔構成比0.9％〕の順となっています。

人に係るコスト 

3,494,817千円

（12.1%） 

物に係るコスト 

7,564,250千円  

（26.2%） 

移転支出的なコスト 

17,476,184千円

（60.5%） 

その他のコスト 

334,253千円 

（1.2%） 

2,557,298 

2,671,514 

10,432,057 

5,118,609 

2,551,138 

1,841,364 

3,043,170 

271,568 

339,127 

43,659 

0 

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000

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

４．純資産変動計算書

△ 366

　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。

1,757,704

純資産変動計算書〔平成26年4月1日～平成27年3月31日〕

金額

54,559,026

5,809,120
11,516,186

△ 28,276,277

△ 10,223

　純資産が平成27年度一年間で、576,384千円（約1.1％）増加したことがわかります。補助金等受
入額が大幅に増額したこと等による結果、増加した形となっています。

576,384千円の増

その他

区分

19,083,010

期末純資産残高

期首純資産残高

△ 8,789

9,789,029

55,135,410

0

0

0
△ 10,589

0

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

△ 87,801

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

608,882

支出

3,628,864

支出

投資・財務的収支の部

期末歳計現金残高

＝ 476,971

5,952,642

6,620,640資金不足額③

収入

29,968,951

3,019,982

収入

667,998

収入

23,495,228

収支余剰額①

6,473,723

支出

564,772

期首歳計現金残高

＋ ＋ 0△ 87,801

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、29,968,951千円となっています。
　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11,516,186千円、国県補助金等8,285,617千円、地方税
5,789,525千円などとなっています。
　この結果、6,473,723千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、667,998千円となっています。
　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426,931千円、公共資産等売却収入
107,306千円、基金取崩額40,515千円及びその他収入89,245千円です。
　この結果、5,952,642千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、3,628,864千円となっています。
　このうち、公共資産の整備支出に係るものが2,642,504千円、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913,378千円、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
72,982千円となっています。

　経常的な支出の合計額は、23,495,228千円となっています。
　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6,796,568千円、補助金等4,744,526千円、人件費4,027,828
千円、他会計等への事務費等充当財源繰出支出3,559,324千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、3,019,982千円です。
　公共資産整備の財源のうち主なものは、地方債発行額1,414,000千円、国県補助金等1,463,412千
円となっています。
　この結果、608,882千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、6,620,640千円となっています。
　主な支出は、地方債償還額3,499,275千円、他会計等への公債費充当財源に係る支出1,389,407千
円及び基金積立額1,320,112千円となっています。
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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27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7,634千円です。

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〕

33,656,931千円基
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。

30,587,013千円
基
礎
的
支
出

1,278,287

29,308,726千円

-605,238千円

-3,830,768千円

基礎的財政収支〔Ａ〕－〔Ｂ〕

33,744,732千円

-481,443千円

-2,588,475千円
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