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１ はじめに 

 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年６月）

の成立を契機に、地方公共団体の資産・債務改革の一環として「新地方公会計制度の整備」

が位置づけられました。また、「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」

（平成１８年８月）において、発生主義・複式簿記1の考え方を導入し、貸借対照表、行政

コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の４表を平成２１年度までに整備する

ことが要請されました。 

 これに伴い、平成１９年度決算までは、総務省から示された基準（旧総務省方式）でバ

ランスシートを作成してきましたが、平成２０年度決算から新たに総務省から示された新

地方公会計制度に基づき財務書類を作成しています。 

 

 

２ 目的 

 現在の地方公共団体の会計制度は、現金主義・単式簿記による会計処理であり、将来負

担になる退職金や資産・負債などのストック情報、施設の減価償却費などを含む正確なコ

スト情報を把握しにくい仕組みとなっています。このため、発生主義・複式簿記の考え方

を取り入れ、さらに、普通会計に公社や第三セクターなどを含めた連結決算を行い、市全

体の財政状況を把握するため、財務書類を作成しました。 

 地方分権の進展に伴い、これまで以上に自由でかつ責任ある地域経営が地方公共団体に

求められています。そうした経営を進めていくため、内部管理強化と外部へのわかりやす

い財務情報の開示が必要不可欠となっています。 

(1) 説明責任の履行 

 財務書類を作成し、わかりやすく公表することにより、財政の透明性を高め、市民に

対する説明責任をより適切に果たします。 

(2) 財政の効率化・適正化 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）が施行され、

地方公共団体には、自らの権限と責任において、規律ある財政運営を行うことが求めら

れています。財務書類から得られる情報を資産・債務管理、費用管理等に有効に活用す

ることによって、財政運営に関するマネジメント力を高め、財政の効率化・適正化を図

ります。 

 

                                                
1 発生主義・複式簿記とは 

 収益・費用の対象となる役務の提供などの事実が起きた時点で会計上の取引として認識し、

すべての取引を「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」のいずれかに属する勘定科目を用いて、

組織的に記録するもの 
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３ モデルの選定と特徴 

 財務書類の作成に当たって、総務省から「基準モデル」「総務省方式改定モデル」の２種

類の作成方式が示されました。各モデルの特徴は次のとおりです。 

区分 基準モデル 総務省方式改定モデル 

固定資産の算定

方法 

 

（初年度期首残高）現存する固定

資産をすべてリストアップし、現在

の価値に再評価 

（継続作成時）財務会計データから

固定資産情報を作成 

売却可能資産：時価評価 

売却可能資産以外：過去の普通建

設事業費の積上げにより算定 

 ⇒段階的に固定資産情報を整備 

固定資産の範囲 すべての固定資産 当初は普通建設事業費の範囲 

台帳整備 開始貸借対照表作成時に整備 

その後、継続的に更新 

段階的整備を想定 

財務書類の検証

可能性 

開始時未分析残高を除き、財務書

類の数値から元帳、伝票に遡って

検証可能 

台帳の段階的整備等により、検証

可能性を高めることは可能 

 

 本市では、すべての固定資産の再評価を行う「基準モデル」の方が、より正確に財政状

況を把握することができることから、「基準モデル」を導入しています。 

 「基準モデル」は、開始貸借対照表を固定資産台帳等に基づき作成し、ストック・フロ

ー情報を網羅的に公正価値2で把握した上で、個々の取引情報を発生主義により複式記帳し

て作成します。なお、固定資産の評価方法や標準的な仕分けパターンは、総務省から提案

されています。 

 

 

４ 財務書類の作成基準 

(1) 財務書類 

 貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の４表です。 

(2) 作成基準日 

 会計年度の最終日（平成２３年３月３１日）とし、出納整理期間（４月１日～５月３

１日）における出納については、基準日までに終了したものとして処理しています。 

(3) 作成要領 

 「新地方公会計制度研究会報告書」（平成１８年５月）及び「新地方公会計制度実務研

                                                
2 公正価値とは 

 現在使われている資産が消失した場合に、同様の行政サービスを引き続き提供するには、

同じ資産を再調達する必要があるため、その調達価額を資産価値として評価するもの 
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究会報告書」（平成１９年１０月）（以下「作成要領」という。） 

(4) 対象となる会計 

   財務書類４表をそれぞれ「普通会計」、「単体会計」、「連結会計」で作成しています。 

   単体会計とは、普通会計に公営事業会計及び企業会計を含めたもので、連結会計とは、

単体会計に第三セクター、一部事務組合等を含めたものです。 

区 分 会 計 

連結 単体 普通会計 一般会計、漁港管理特別会計、小規模下水道事業特

別会計、工業団地下水道事業特別会計、墓地管理事

業特別会計、港湾管理事業特別会計、市営住宅事業

特別会計 

 公営事業会計 国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保

険特別会計、後期高齢者医療特別会計、公共下水道

事業特別会計、簡易水道事業特別会計、農業集落排

水事業特別会計、包ヶ浦観光事業特別会計 

 企業会計 水道事業会計、水族館事業会計、国民宿舎事業会計 

 第三セクター等 

【全部連結】 

廿日市市土地開発公社、廿日市市産業振興公社、廿

日市市水産振興基金、廿日市文化スポーツ振興事業

団、もみのき森林公園協会 

  一部事務組合等

【比例連結】 

広島県市町総合事務組合、広島県後期高齢者医療広

域連合、宮島競艇施行組合 

 

 

５ 作成の概要 

(1) 資産の把握 

ア 非金融資産（土地、建物、物品など） 

 (ｱ) 資産の評価 

 基準モデルでは、資産を①将来の資金流入をもたらすもの（事業用資産3）、②将

来の行政サービス提供能力を有するもの（インフラ資産4）で定義しています。 

 ①将来の資金流入をもたらす資産は、将来の資金流入額を資産評価の基礎とする

考え方を採用し、現在価値に基づく評価を行っています。 

 ②将来の行政サービスを提供する資産は、将来の行政サービス提供能力を最もよ

                                                
3 事業用資産とは 

 行政サービスの提供のために所有されている資産。庁舎や学校など。 
4 インフラ資産とは 

 インフラとはインフラストラクチャー（infrastructure）の略。都市基盤整備を行うため構

築した、道路、橋りょう、河川、漁港等の構築物・工作物など。 
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く表す評価方法である再調達原価（減価償却後）に基づく評価を行っています。 

 作成要領に基づき、次のとおり資産評価を行っています。 

科目 種類 評価方法 

土地 事業用資産 財産台帳の地積×路線価 

 事業用資産（山林） 財産台帳の地積×標準山林単価 

 インフラ資産（道路） 財産台帳の地積×各地域ごとの平均路線価 

 インフラ資産（道路以外） 財産台帳の地積×路線価 

建物 取得価格が判明しているもの 取得価格×デフレータ5 

 取得価格が不明なもの 保険付保額 

工作物 道路 道路幅員別平均工事費単価表×デフレータ 

 その他 取得価格又は保険付保額 

機械器具  取得価格 

物品  取得価格 

その他  取得価格 

 (ｲ) 減価償却 

 建物や工作物、物品などの有形固定資産の減価償却費は、作成要領に示された耐

用年数に基づき、残存価格をゼロとする定額法で計算しています。 

 土地や美術品等、時の経過とともに価値が減少しない資産（非償却資産）は、減

価償却計算を行いません。 

イ 金融資産（資金、債権、借入金など） 

 金融資産については、決算書をもとに作成しています。 

(2) 歳入歳出データを複式仕訳に変換 

 仕訳変換表を作成し、財務会計歳入歳出データ（伝票）を複式仕訳に変換しています。 

例)  借方（手元に入ってくるもの） 貸方（手元から出ていくもの） 

 地方債を発行 現金が増える（資産の増加） 借入金の発生（負債の増加） 

 車の購入 備品が増える（資産の増加） 現金が減る（資産の減少） 

(3) 決算時の決算整理 

 決算後、財務会計歳入歳出データのない取引等の整理を行っています。 

ア 整理仕訳等 

 資産売却損益、退職給付引当金・賞与引当金の振替 

 未収・未払の仕訳 

 税等未収金・未収金に関する不納欠損（貸倒引当）の仕訳 

                                                
5 デフレータとは 

 デフレータとは、一定期間の物価動向を把握するための指数の一つで、過去の取得価額を

現在の再調達価額にするもの 



 

 

 

- 5 - 

イ その他の現金の流出入を伴わない非資金取引 

 資産の除却、寄贈、償却資産の減価償却、評価額変動などの仕訳 

ウ 財源仕訳 

 資産形成充当財源の仕訳 

(4) 会計ごとの財務書類を作成 

(5) 企業会計決算書（水道、水族館、国民宿舎）及び連結対象となる会計の決算書（公社、

第３セクター、一部事務組合等）の基準モデルへの組替 

(6) 各会計内、連結対象内の取引を相殺 

 普通会計内部の会計間、単体内部の会計間、連結内の会計間の取引を抽出し、相殺消

去を行っています。 

例） 投資と資本金、貸付金と借入金、補助金支出と補助金収入、繰入金と繰出金等 

(7) 普通会計、単体・連結財務書類を作成 

 

 

６ 財務書類の内容等 

(1) 貸借対照表（ＢＳ・Balance Sheet） 

 基準日時点（３月３１日時点）における市の財政状態（資産・負債・純資産の残高）

を明らかにするものです。 

(2) 行政コスト計算書（ＰＬ・Profit and Loss Statement） 

 会計期間中（１年間）の資産形成につながらない行政サービスに要した費用と収益（使

用料や手数料等）を明らかにするものです。 

(3) 純資産変動計算書（ＮＷＭ・Net Work Matrix） 

 会計期間中（１年間）の市の純資産の変動を明らかにするものです。 

(4) 資金収支計算書（ＣＦ・Cash Flow Statement） 

 会計期間中（１年間）の現金の流れを明らかにするものです。 

(5) 財務書類の相関関係 

   財務書類４表は、次の表のとおり相互に関連しています。 

① 「資金収支計算書」は、歳計現金の変動を表しますので、その期末残高は、「貸借対

照表」における資金額と一致します。 

② 「純資産変動計算書」は、貸借対照表の「純資産」の変動を表しますので、貸借対

照表における純資産額と純資産変動計算書における期末純資産残高とは一致します。 

③ 「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明細です

ので、行政コスト計算書において、経常費用から経常費用を差し引いた純経常行政コ

ストは、純資産変動計算書における当該金額と一致します。 
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- 7 - 

平成 22 年度末の資産合計は、普通会計で 4,205 億円、単体で 4,890 億円、連結で 5,027 億円
です。 
資産の大部分を占めるのは、学校や市営住宅などの事業用資産と、道路、公園、下水道などの

インフラ資産です。 
純資産の 3,533 億円（普通会計）、3,935 億円（単体）、4,046 億円（連結）については、過去

及び現世代の市税収入や国・県等の負担で既に支払いが済んでいますが、負債の 672億円（普通
会計）、954 億円（単体）、981 億円（連結）については、将来の世代が負担していくことになり
ます。 

７ 財務書類 

(1) 貸借対照表 

 左側に「資産」を、右側に「負債」と「純資産」を対照表示しています。 

年度末（平成２３年３月３１日)時点で、市がどのような資産を保有しているのかと、

その資産がどのような財源で賄われているかを表すものです。 

 

※ 表中、表示単位未満は四捨五入のため合計が一致しない場合があります。 

  （用語説明） 
   資金 現金、預金等 
   未収金  年度末までに回収できなかった市税などの未収入金 

その他の債権 連結対象団体の特定事業への積立など 
貸倒引当金 未収金のうち、今後回収ができないと見込まれる金額（不納欠損金など） 
有価証券 株券など 
基金・積立金 財政調整基金など 
事業用資産 庁舎や学校など、事業に使っている土地や建物、機械など 
インフラ資産 道路、公園、下水道などの土地や施設など 
繰延資産 支出した金額の効果が将来に発生する場合の金額（開発費など) 
賞与引当金 平成 23 年６月に支給予定の期末勤勉手当のうち、平成 22 年度相当分(平成 22 年 12 月～平成

23年３月の４か月分) 
翌年度償還予定地方債 １年以内に償還する地方債 
退職給付引当金等       職員全員が年度末に普通退職した場合の退職手当の支給額 

   純資産  資産形成のためにこれまでの世代が負担した金額で、資産から負債をひいたもの 
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(2) 行政コスト計算書 

「行政コスト計算書｣は、１年間の行政活動のうち、資産形成以外の活動に要した経費

と、それに対する受益者負担（使用料や手数料など）との関係を表すものです。 

 

 

※ 表中、表示単位未満は四捨五入のため合計が一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度の行政コスト総額（経常費用）は、普通会計で 354 億円、単体で 555 億円、連結
で 909億円です。 
行政サービスの利用に対する対価として市民の皆様が負担する使用料・手数料などの経常収益

は、普通会計で 16 億円、単体で 52億円、連結で 287 億円です。 
行政コスト総額から経常収益を引いた純経常行政コストは、普通会計で 337億円、単体で 504

億円、連結で 622億円となり、この費用は、市税や地方交付税などの一般財源や国・県補助金な
どで賄っています。 
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(3) 純資産変動計算書 

  「純資産変動計算書｣は、貸借対照表における純資産（国・県や過去及び現在の世代が

負担した将来返済が不要な財産）が１年間にどのように増減したかを表すものです。 

 

                     ※ 表中、表示単位未満は四捨五入のため合計が一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

平成 22年度において純資産は、普通会計で１億円の増加、単体で５億円の増加、連結で１
億円の増加となり、期末純資産残高はそれぞれ 3,533億円（普通会計）、3,935 億円（単体）、
4,046 億円（連結）となりました。 
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(4) 資金収支計算書 

      「資金収支計算書｣は、１年間の資金（歳計現金）の増減を表示したもので、どのよう

な活動に資金が必要であったかを表すものです。 

   

    ※ 表中、表示単位未満は四捨五入のため合計が一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

平成 22年度において資金は、普通会計及び単体で１億円の増加、連結で 13億円の増加とな
り、期末資金残高はそれぞれ５億円（普通会計）、53 億円（単体）、92 億円（連結）となりま
した。 
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８ 前年度との比較 

(1) 貸借対照表 

ア 普通会計         

 

イ 単体   
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ウ 連結   

 

資産は、いずれの会計においても基金への積立額が増加したこと等により、金融資産は増
加していますが、非金融資産における建物の減価償却等により減少しています。 
また、負債は地方債及び退職給付引当金等の減少等により減少しています。 
これらの結果、純資産は普通会計で１億円、単体で５億円、連結で１億円の増加となって

います。 
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(2) 行政コスト計算書 

ア 普通会計 

   

  イ 単体 
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ウ 連結 

   

    

普通会計における経常費用は、定額給付金の終了による補助金等移転支出の減少等によ
り減少しています。 
単体における経常収益は、水道事業会計における事業収益の増加等により増加していま

す。 
連結における経常費用及び経常収益は、宮島競艇施行組合における事業費及び営業収益

の増加等により、いずれも増加となっています。 
これらの結果、経常費用から経常収益を差し引いた純経常行政コストは、普通会計及び

単体において 12億円、連結において６億円の減少となっています。 
 
※１．経常費用中「人件費」と２.移転支出中「補助金等移転支出」の間で一部、仕訳

の見直しを行っています。 
 
※２．ウ 連結において、宮島競艇施行組合における事業に要する経費を平成 21 年度

までは、(3)経費等に一括計上していましたが、平成 22 年度は支出の性質に応じた
項目に計上しています。 
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行政コスト計算書における経常費用、経常収益及び経常費用から経常収益を差し引いた
純経常行政コストを市民１人当たりに換算すると、普通会計で 29 万円、単体で 43 万円、
連結で 53万円になります。 
前年度と比較すると、普通会計、単体で１万円の減少、連結は同額となっています。 
なお、確認できた県内１１市における連結によるこの金額は、35 万円～77 万円、平均

50 万円です。 

(ｱ) 一人当たりの資産額 
普通会計で 358 万円、単体で 416万円、連結で 427万円です。 

    前年度と比較すると、普通会計、単体及び連結のいずれも同額となっています。 
なお、確認できた県内１１市における連結によるこの金額は、192 万円～478 万円、平

均 325万円です。 
(ｲ) 一人当たりの負債額 

普通会計で 57万円、単体で 81 万円、連結で 83 万円です。 
前年度と比較すると、普通会計、単体及び連結のいずれも 1万円の減少となっています。 
なお、確認できた県内１１市における連結によるこの金額は、82万円～183万円、平均

126万円です。 
(ｳ) 一人当たりの純資産額 

純資産額は 301 万円（普通会計）、335万円（単体）、344 万円（連結）になり、 
前年度と比較すると、普通会計、単体及び連結のいずれも 1万円の増加となっています。 

 

９ 財務書類から把握できる各種指標等 

(1) 市民一人当たりの状況 

（※平成 22 年度については H23.3.31 現在の住民基本台帳人口（117,607人）で、平成 21年度

については H22.3.31現在の住民基本台帳人口（117,662人）で計算しています。） 

ア 貸借対照表 

 

   

イ 行政コスト計算書 
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 「純資産」は、これまでの世代や国、県の負担で既に支払が済んでいますので、資産全体
に占める純資産の割合から、現世代と将来世代の負担割合がわかります。 
 この割合が高いほど、資産形成において、これまでの世代によって既に負担された割合が
高く、将来世代にかかる負担割合が低いということになります。 
平成 22 年度における普通会計の純資産比率は 84.0％です。資産全体の 84.0％はこれまで

の世代が既に負担していて、残り 16.0％が将来世代の負担ということになり、現世代と将来
世代との負担割合はおよそ８：２ということになります。これは平成 21年度とほぼ同じ割合
です。 
同様に単体（80.5％）及び連結（80.5％）のいずれも概ね８：２で、平成 21年度とほぼ同

じ割合です。 
確認できた県内１１市における連結によるこの比率は、49.3％～80.5％、平均 60.3％です。 
 

基礎的財政収支が黒字であれば、借金に頼らなくても税収等の収入で行政サービスの費用
を賄えているということになります。 
平成 22年度において、普通会計は 15 億円、単体は 21 億円、連結は 32億円の黒字であり、

平成 21年度と比較すると、普通会計及び単体で 24億円、連結で 11億円の黒字が減少してい
ることとなります。 

(2) 純資産比率（純資産合計 ÷ 資産合計 × 100） 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 資産には道路や河川など、経済的取引になじまないインフラ資産が含まれていることから、仮
にインフラ資産は無価値と考えてインフラ資産を除いて純資産比率（実質純資産比率）を計算し
てみると、次の表のようになります。 
この場合、現世代と将来世代の負担割合は、普通会計で概ね５：５、単体及び連結で概ね４：

６で、負債を軽減していくことが課題であると考えられます。 

 

                                    ※インフラ資産を除いて計算したもの 

 (3) 基礎的財政収支（経常的収支 ＋ 資本的収支） 

 

 

 

 

 

 

 

 


