
財務書類の公表

平成29年度

- 1 -



　これまで益城町では「総務省方式改訂モデル（以後、改訂モデルと言います）」の財務書類を作成して

きました。益城町がこれまで積み上げてきた資産と、この先返済する必要がある負債、すでに支払いが終

わっている純資産などの情報を表示した貸借対照表など、今までの決算書では把握できなかった情報を、

新たな切り口から見ることができました。

　統一モデル財務書類は、原則として平成27年度から平成29年度までの3年間を準備期間とし、全ての

地方公共団体において作成するように要請されています(平成27年1月23日付総務大臣通知「統一的な基

準による地方公会計の整備促進について」)。益城町はこの要請に基づき、平成28年度決算より、統一モ

デル財務書類の4表（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）を作成して

います。今回は平成29年度決算の財務書類を作成しましたので、その報告を行います。

※制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/iken/kokaikei/index.html

　平成27年度決算まで作成してきた改訂モデル財務書類と、今年度作成した統一モデル財務書類は、

「発生主義」「複式簿記」という点で共通しています。大きく異なる点としては、資産の計上方法が挙げ

られます。

　この改訂モデルの作成方式に代わり、平成28年度決算からは「統一的な基準に基づく財務書類（以後

統一モデル財務書類と言います）」の作成方式が導入されました。

　以上の４表を表したものが財務書類と呼ばれています。

　これまでの改訂モデル財務書類では、資産の整備に支出された金額（一般会計ではこれを普通建設事業

費と呼びます）の分だけ資産があるものとみなして、普通建設事業費の積み上げを行って資産の残高とし

て計算していました。一方、これから作成する統一モデル財務書類は、対象となる決算の時点（今回は平

成29年度のため、平成30年3月31日時点となります）で益城町として実際に保有している資産について

棚卸を行い、評価して計上しています。

　予算書や決算書など今までの公会計とは別に益城町の財務状況を表す新たな取り組みとして次の財務書

類を作成しました。

（1）資産や負債の状況などを表す「貸借対照表」

（2）人件費や減価償却費などの経費を表す「行政コスト計算書」

（3）純資産の一年間の変動内容を表す「純資産変動計算書」

（4）資金収支の状況を性質別に３つの区分に表す「資金収支計算書」

益城町平成29年度決算の財務書類
新しい地方公会計制度

これまでの財務書類との違い

財務書類とは
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貸借対照表（BS）

　貸借対照表（バランスシート）は、平成30 年 3月 31日時点で益城町が保有している資産と、その資産を取得す

るために使ったお金の調達方法をあらわしています。現金の収支に注目する従来の決算書では把握することができ

なかった、益城町の財産や負債など、これまでの資産形成の結果を知ることができます。

　貸借対照表を住民一人当たりの家計簿に置き換えると・・・

有形固定資産・無形固定資産

道路や学校など、自治体が保有する公共施設の総額

投資等

特定の目的で積立てた基金や出資金の総額

流動資産

現金預金や現金化しやすい未収金等の総額

負債

地方債の残高や退職手当引当金などの総額

将来世代が負担する金額

純資産

道路や学校等の整備の財源として受けた国や県からの補助

金や地方税などの総額これまでの世代が負担してきた金額

　　償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を求めることで、施設の老朽化具合を示す指標です。

　有形固定資産減価償却率が高いほど建替えや改修などのコストがかかる時期が近いことを示します。

　有形固定資産減価償却率　　59.5%

　（減価償却累計額30,909,587千円÷有形固定資産合計額54,786,719千円）

益城町平成29年度決算の財務書類

一般会計等財務書類 貸借対照表 (単位:千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債
事業用資産 長期未払金
インフラ資産 退職手当引当金
物品 損失補償等引当金

無形固定資産 その他
投資その他の資産 流動負債

流動資産 1年内償還予定地方債
現金預金 未払金
未収金 未払費用
短期貸付金 前受金
基金 前受収益
棚卸資産 賞与等引当金
その他 預り金
徴収不能引当金 その他

【純資産の部】
固定資産等形成分
余剰分（不足分）

科目 金額 科目 金額

41,876,645 21,710,087
37,473,795 21,400,594
20,718,143 0
16,649,289 309,493

106,364 0
0 0

4,402,850 2,306,084
3,826,598 808,207
2,116,684 0

37,002 0
46,836 0

1,628,742 0

43,552,223

0 145,103
0 1,352,774

△ 2,665 0
負債合計 24,016,171

△ 21,865,151
純資産合計 21,687,071

資産合計 45,703,243 負債及び純資産合計 45,703,243

人口（32952人）は、平成30年3月末時点のものを使用しています。
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借方 貸方
流動資産 投資等

有形固定資産+無形固定資産 純資産

流動負債 固定負債

所有している土地や

建物、車など
約114万円

有価証券や定期預金等

約13万円

現金や普通預金等

約12万円

約139万円 約139万円の支払い方法

負債 ＝
将来支払わなければならないお金
（ローンの残高等）
○固定負債
   長期的に返済しなければならな
い借金

○流動負債
   来年に返す予定の借金

約66万円

約7万円

純資産 ＝

すでに支払ったお金
土地や建物の購入のために、
親からの援助金や自己資金
等

約66万円
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行政コスト計算書（PL)

　行政サービスを提供する際に発生する支出のうち、資産の取得（土地や建物の購入）に関わらない支出と、行政

サービスの対価として得られた収入を計上しています。経常費用が経常収益を上回っていますが、これは行政コス

ト計算書上の収入に、行政サービスの直接的な収入のみを計上しているためです。

人件費

主に人にかかるコストです。職員給与のほかに、賞与等引当金や

退職手当引当金の繰入額が計上されています。

物件費

主に物にかかるコストです。物件費のほかに、施設の維持補修費

や減価償却費が計上されています。

その他の業務費用

支払利息、貸付金、保険料等が計上されています。

移転費用

移転費用には、社会保障給付や他会計への繰出金、補助金等が計

上されています。

経常収益

行政サービスの直接対価である使用料や手数料、財産貸付収入、

現金利子、雑入等などが計上されています。

　1年間の行政コストを400万円の家計に換算すると…

益城町平成29年度決算の財務書類

一般会計等財務書類 行政コスト計算書 (単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

物件費等

その他の業務費用

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

臨時利益

純行政コスト

4,852

科目 金額

21,593,410

9,986,677

2,476,224

7,330,354

180,099

11,606,733

8,769,291

1,616,687

1,215,902

△ 25,679,091

1,285,616

132,999

1,152,616

△ 20,307,794

5,374,378

3,081

家計の支出項目
出費額
（千円）

構成
比率

食費 420 10.5%
外食費 28 0.7%
水道光熱費・衣服
費・旅費等 924 23.1%

家の修理費 184 4.6%
減価償却費 204 5.1%
医療費 292 7.3%
お祝金・お見舞金等 1,572 39.3%
子供への仕送り 220 5.5%
借金の金利 16 0.4%
雑費 140 3.5%
合計 4,000 100.0%
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純資産変動計算書（NW)

　貸借対照表の純資産の部の増加と減少を計上し、純資産が1年間でどのように変動したのかを示しています。

　純資産の増加要因には、行政サービスの対価として支払われる以外の収入（税収や国・県からの補助金等）があ

り、減少要因には、行政コスト計算書で算出される純行政コストが計上されています。

　

　純資産が昨年度よりも増加した場合は、

負債の増加より資産の増加のほうが多かっ

たことを示しています。

　逆に純資産が減少した場合は、行政コス

トが多くかかっていたり、資産の増加より

負債の増加が多かったことを示していま

す。

資金収支計算書（CF)

　

　貸借対照表の現金が1年間でどのように変化したの

かを示しています。現金の使いみちにより、業務活

動、投資活動、財務活動3つの区分に分け、どのよう

な行政活動にいくら使ったのかが分かります。

業務活動収支

行政サービスを行う中で、毎年継続的に収入・支出

される金額が集計されています。人件費や物件費が

含まれます。

投資活動収支

学校、道路や公共施設等の資産に関わる投資活動収

支や貸付金や基金の収入・支出の金額が集計されて

います。

財務活動収支

地方債等の借入・償還等の金額が集計されていま

す。

益城町平成29年度決算の財務書類

一般会計等財務書類 純資産変動計算書 (単位：千円）

一般会計等財務書類 資金収支計算書 (単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 42,433,746 △ 15,502,942

純行政コスト（△） △ 25,679,091

財源 20,533,442

税収等 8,033,957

国県等補助金 12,499,485

本年度差額 △ 5,145,649

固定資産等の変動（内部変動） 1,216,560 △ 1,216,560

有形固定資産等の増加 1,718,090 △ 1,718,090

有形固定資産等の減少 △ 2,160,362 2,160,362

貸付金・基金等の増加 1,802,001 △ 1,802,001

貸付金・基金等の減少 △ 143,169 143,169

資産評価差額 0

無償所管換等 32,255

その他 △ 130,338 0

本年度純資産変動額 1,118,477 △ 6,362,209

本年度末純資産残高 43,552,223 △ 21,865,151

8,033,957

科目 合計

26,930,804

△ 25,679,091

20,533,442

21,687,071

12,499,485

△ 5,145,649

0

32,255

△ 130,338

△ 5,243,732

【業務活動収支】
業務支出
業務収入
臨時支出
臨時収入

業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
投資活動収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
財務活動収入

財務活動収支

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

6,153,992

科目 金額

19,393,977
10,422,501

10,908,795
△ 4,216,673

2,683,571
481,178

5,736,636

△ 2,202,393

891,064
6,627,700

274,104
1,078,671
1,352,774
2,116,684

本年度資金収支額 △ 682,430
前年度末資金残高 1,446,340
本年度末資金残高 763,910
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