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Ⅰ 新地方公会計制度の概要 

 

１ 新地方公会計制度とは 

  市町村等の地方公共団体の予算、決算、会計制度は、地方自治法等により、その調製方法 

や処理方法が規定されています。これらは、「現金主義的会計」と呼ばれ、現金の収入と支 

出の記録に重点を置いたものとなっています。 

  しかし、現金主義的会計だけでは、地方公共団体の資産や債務の実態をつかみにくいこと 

 から、民間企業で採用されている「発生主義的会計」の導入が求められていました。  

国においては、平成 18 年６月に成立した「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」を契機に、地方の資産・債務改革の一環として「新地方公会計制度 

の整備」が位置付けられました。 

 こうした状況を踏まえ、留寿都村では、財務状況の開示や将来を見据えた自治体経営に活 

用することを目的に新地方公会計の導入を進め、平成 22 年度決算から、発生主義的会計で 

ある、財務書類４表を作成しました。 

 

２ 現金主義的会計と発生主義的会計のちがい 

（１）「現金主義」と「発生主義」 

   地方公共団体が採用している「現金主義」では、現金の収入があった時点で収入を計上 

し、現金の支出があった時点で支出を計上します。 

  これに対して、民間企業が採用している「発生主義」とは、現金収支に関係なく、取引 

の事実に着目して収益や費用を計上するものです。 

 

（２）減価償却 

大きな違いのもう一つが「減価償却」という概念です。これは、取得した固定資産（建 

物等）を、耐用年数に応じて按分し、費用化するものですが、現金主義的会計では採用さ 

れていません。 

しかし、各種政策の費用対効果や、収益と負担の妥当性を考えた場合、それに要する費 

  用を固定資産の取得年度だけで費用化するのではなく、受益を受ける期間で按分してコス 

  トとして把握する考えは、世代間の公平性確保という観点からも重要なものなので、発生 

主義的会計では採用しています。 

 

３ 対象とする会計の範囲 

新地方公会計制度では、留寿都村に関係するすべての会計を「連結」した財務書類を作成 

することが可能です。これにより、これまでバラバラに示されてきた資産や債務の状況を１ 

つに集約し、確認することができます。 

留寿都村では、財務書類４表をそれぞれ普通会計及び単体ベースで作成しました。 

留寿都村の普通会計とは、「一般会計」と「診療事業特別会計」を合わせたものであり、

単体ベースとは、「普通会計」に「全ての特別会計」を合わせたものです。 
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Ⅱ 平成 2４年度 留寿都村財務書類 

 

１ 普通会計財務書類 

普通会計の財務書類とは、「一般会計」と「診療事業特別会計」を合わせたものです。 

≪ 普通会計における貸借対照表（バランスシート：ＢＳ） ≫ 

貸借対照表（バランスシート）は、年度末に保有する「資産」「負債」「純資産」を表示 

したものです。 

 

 

 

 

（単位：千円） 

資産の部（これまでに積み上げてきた資産） 負債の部（将来世代が負担する金額） 

１ 公共資産 10,604,254 １ 固定負債 2,953,541

（１）事業用資産 (5,759,063) （１）村債 (2,299,177)

   （庁舎、学校など） （２）退職手当引当金 (398,666)

（２）インフラ資産 (4,845,191) （３）債務負担行為 (255,698)

（道路、公園など） ２ 流動負債 281,913

２ 投資等 2,073,373 （１）未払金 (11,009)

（１）投資及び出資金 (676,111) （１）翌年度償還予定村債 (245,340)

（２）基金など (1,397,262) （２）賞与引当金 (25,564)

３ 流動資産 291,525 負債合計【１＋２】 3,235,454

（１）資金 (170,761) 純資産の部（現在までの世代が負担した金額）

（２）未収金など (120,764) 純資産合計 9,733,698

資産合計【１＋２＋３】 12,969,152 負債及び純資産合計 12,969,152

 

（参 考） 

■ 地方公共団体が貸借対照表を作成する意義                             

① 資産、負債などのストック状況を示すことができます。 

② これまでの世代の負担と将来世代の負担の関係を明らかにできます。 

③ 次のような近い将来の大量な資金需要に対する備えの必要性を明らかにできます。 

ア 借金（地方債）償還のための資金 

イ 道路などのインフラ資産、建物設備の更新・大規模修繕のための資金 

ウ 職員の退職手当支給のための資金 

 

 

●資 産：学校、公園、道路などの社会資本や投資、基金など、これまで積み上げてきた資産 

●負 債：村債（地方債）や退職給付引当金など将来世代の負担となるもの 

●純資産：国・道からの補助金など、将来返済しなくてよい財産 
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 貸借対照表からわかること 

● 村民１人当たりの資産・負債・純資産 

  平成 2４年度末時点では、下表のとおりとなっていますが、今後、施設の老朽化等のた 

め、更新が必要となってくる資産もあることから、世代間負担の公平性に配慮した財源の 

調達を検討していかなければなりません。 

    （単位：千円） 

平成 2３年度 平成 2４年度 前年度比（％） 

資 産 7,030 6,765 ▲３.８

負 債 1,575 1,688 7.2

純資産 5,455 5,077 ▲6.9

（Ｈ25.3.31 時点での住民基本台帳人口：1,917 人） 

・主な増減要因 

  ①資 産 … 減価償却による資産の減及び土地の評価見直しによる土地価格の減 

  ②負 債 … 債務負担行為を新規に設定したことによる増 

  ③純資産 … 純資産変動計算書を参照してください 

 

● 純資産比率 【純資産／総資産】 

現在までの世代がすでに負担した資産の割合を見る指標で、この指標が高いほど将来世 

代への負担の先送りが少ないことになります。 

留寿都村の純資産比率は、７５．０％となっています。 

 

 ● 固定資産の老朽度【減価償却累計額/（有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額）】 

   事業用資産、インフラ資産などの資産が、耐用年数に比して、どの程度の年数が経過し 

ているのかを見る指標で、この指標が高いほど固定資産の老朽化が進んでいることになり 

ます。 

留寿都村の固定資産の老朽度は、５５.９％（前年度５３．４％、対前年比＋２．５ポ 

イント）となっています。 

 

● 総資産に対する金融資産・事業用資産・インフラ資産の割合 

村の総資産がどのように構成されているかを見ることで、資産の流動性を知ることがで 

きます。インフラ資産の割合が高いということは、売却可能な資産が少なく、資産の流動 

性が低いことを表しています。 

（単位：％） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 前年度比（％） 

金融資産（資金・基金・出資金など） 16.4 18.2 11.0

事業用資産（庁舎、学校など） 44.0 44.4 0.9

インフラ資産（道路、公園など） 39.6 37.4 ▲5.6
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≪ 普通会計における行政コスト計算書（ＰＬ） ≫ 

  １年間の行政運営費用（コスト）のうち、資産形成以外に要したコストを区分して表示し 

たものです。行政コスト計算書では、従来の決算書には表現されない減価償却のような、実 

際には現金の支出がないコストについても把握できることから、村の行政サービス全体にか 

かるコストを知ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

経常費用（総行政コスト）【１＋２＋３＋４】 2,194,616

１ 人にかかるコスト 562,747

（１）人件費 (562,747)

２ 物にかかるコスト 1,059,198

（１）物件費 (152,571)

（２）減価償却費 (233,837)

（３）維持補修費 (18,425)

（４）経費等 (654,365)

３ 移転支出的なコスト 534,648

（１）他会計への移転支出 (155,465)

（２）補助金等移転支出 (312,247)

（３）社会保障関連費等移転支出 (66,365)

（４）その他の移転支出 (571)

４ その他のコスト（業務関連費用） 38,023

（１）公債費（利息）等 (38,023)

経常収益 152,100

１ 経常業務収益 152,100

（１）業務収益（使用料・手数料等） (131,318)

（２）業務関連収益 (20,782)

純経常行政コスト 

（経常費用－経常収益） 
2,042,516

 

●人件費：職員給与や議員報酬など 

●物件費：消耗品、施設等の維持補修にかかる経費や減価償却費など 

●経 費：委託料や使用料、手数料など 

●移転支出：他会計への繰出金や他団体への補助金、医療等の社会保障給付など 

●業務関連費用：村債償還の利子など 

●業務収益：使用料、手数料などの自己収入 

●業務関連収益：基金積立による受取利息など 
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 留寿都村の行政コスト計算書の傾向 

 行政コスト計算書は、村の経常的な活動に必要なコストから、使用料・手数料等の収入を引

くことで、どれくらい行政活動にコストがかかるのかを示しています。 

 人件費を除いた経常費用のうち、最も額が大きいのは委託料や使用料等の経費等です。次い

で、補助金等移転支出となっています。 

 

 ● 経常費用（総行政コスト）の内訳 

 
 

 行政コスト計算書からわかること 

● 村民１人当たりの純行政コスト及び人件費 

（単位：千円） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 前年度比（％） 

純行政コスト 837 1,065 27.2

うち人件費 272 294 ▲0.7

（Ｈ25.3.31 時点での住民基本台帳人口：1,917 人） 

 ● 受益者負担率【経常収益/経常費用】 

   経常費用に対するサービスの受益者が直接負担するコストの割合。 

 対前年度比▲21.6%となった主な原因は、債務負担行為を新規に設定したことによる

経常費用の増（254,400 千円）によるものです。 

 

（単位：％） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 前年度比（％） 

受益者負担率 8.8 6.9 ▲21.6

人にかかるコスト

25.6%

物にかかるコスト

48.3%

移転支出的な

コスト 24.4%

その他のコスト

1.7%
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≪ 普通会計における純資産変動計算書（ＮＷＭ） ≫ 

  貸借対照表に計上される「純資産（現在までの世代が負担した部分）」が、年度中にどの 

ように増減したかを、「財源の変動」、「資産形成充当財源の変動」に区分して表示したも 

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

期首純資産残高 10,539,969

１ 財源変動の部【（２）－（１）】  ▲237,917

（１）財源の使途 2,687,365

純経常費用（＝ＰＬ「純経常行政コスト」） (2,042,516)

資産等形成支出 (379,064)

その他 (265,785)

（２）財源の調達 2,449,448

税収 (422,462)

補助金等移転収入 (1,514,923)

その他の財源の調達 (512,063)

２ 資産形成充当財源変動の部【（１）＋（２）＋（３）】 ▲568,354

（１）固定資産の変動 (▲629,072)

（２）長期金融資産の変動 (187,230)

（３）評価・換算差額等の変動 (▲126,512)

当期変動額合計【１＋２】 ▲806,271

当期末純資産残高 

（今年度のＢＳの「純資産」に計上される） 
9,733,698

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 財源の変動 

  財源をどのように調達したか、また、どのような使途に支出したかを表示し、その差額を増

減として表す。 

２ 資産形成充当財源の変動 

  財源を、将来世代も利用可能な固定資産、長期金融資産に、どの程度使ったかを表す。 

 

● 当期末純資産残高：今年度の貸借対照表の「純資産」として計上される。 
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 留寿都村の純資産変動計算書の傾向 

 純資産の変動要因のうち、増加要因としては、補助金等移転収入の額が大きかったこと、長

期金融資産（主に基金積立金）の増加などがあります。また、減少要因としては、減価償却に

よる資産の減少が大きな要因となっています。 

 

純資産変動計算書の構成

 

 

 

資産形成充当財源

9億6,921万1千円

資産形成充当財源

4億85万7千円

純経常費用
（純経常行政コスト）

20億4,251万6千円

税収

4億2,246万2千円

資産等形成支出

3億7,906万4千円

補助金等移転収入

15億1,492万3千円

その他

2億6,578万5千円

その他財源の調達

5億1,206万3千円

変動額

8億627万1千円

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

純資産の減 純資産の増
（単位：百万円） 
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≪ 普通会計における資金収支計算書（ＣＦ） ≫ 

  留寿都村における１年間の現金の流れを「経常的収支」「資本的収支」「財務的収支」に 

区分して表示したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表しています。 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円) 

期首資金残高 206,162

１ 経常的収支【（２）－（１）】 435,237

（１）経常的支出 1,673,851

    経常業務費用（人件費、物件費など） (1,137,859)

    移転支出（補助金、社会保障費など） (535,992)

（２）経常的収入 2,109,088

    税収 (423,702)

    経常業務収益 (160,960)

    移転収入 (1,524,426)

２ 資本的収支【（２）－（１）】 ▲376,726

（１）資本的支出 379,064

固定資産形成 (181,731)

長期金融資産形成 (197,333)

（２）資本的収入 2,338

固定資産売却 (2,338)

３ 財務的収支【（２）－（１）】 ▲93,912

（１）財務的支出 316,156

村債元利償還 (316,156)

（２）財務的収入 222,244

村債発行 (222,244)

当期資金収支額【１＋２＋３】 ▲35,401

期末資金残高 170,761

 

 

 

 

 

 

 

１ 経常的収支 ： 行政サービスを行う中で、毎年度、継続的に収入、支出されるもの 

２ 資本的収支 ： 学校、公園、道路などの資産形成や投資、貸付金等の収入、支出など 

３ 財務的収支 ： 村債、借入金等の借入、償還など 
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 留寿都村の資金収支計算書の傾向 

 資金収支計算書は、1 年間を通じて、村がどのようにして収入を得たのか、また、どのよう

なことにお金を使ったのかを表したものであり、これを見ることで、どのように財政運営を行

ったのかが見えてきます。 

 留寿都村では、人件費を除くと、補助金等の支出と村債の償還支出の割合が高くなっていま

す。また、収入については、補助金等移転収入が大部分を占めており、これには、地方交付税

や国・道支出金などがあります。 

経常的収支の構成 

 

 

 資金収支計算書からわかること  

 ● 資金収支計算書から見る「平成 2４年度 留寿都村の財政運営」 

村の現金の動き 動きの内容 どういうこと？ 

１ 経常収支 

（＋4 億 3,523 万 7 千円） 

人件費、物件費などの支出と、税収などの経常

的収入の差引。 

現金に余剰が生じた。 

２ 資本収支 

（▲3 億 7,672 万６千円） 

基金の積立や固定資産の購入、売却に関するも

のの収支。平成 24 年度は、資産形成額と基金

積立額が大きかったことによりマイナス。 

将来世代も使用できる資

産を形成した。また、将

来に備え、貯金した。 

３ 財務的収支 

（▲9,391 万 2 千円） 

地方債の「償還（返済）」＞「新規借入」によ

りマイナス。 

借金返済を優先し、将来

世代の負担を軽減した。

 

 ● プライマリーバランス（基礎的財政収支） 

【（歳入－村債借入）－（歳出－村債償還）＋基金増減】 

   借金（村債）を除いた歳入と、過去の借金の返済額を除いた歳出の差で、これがゼロま 

たはプラスということは、行政サービスを借金に頼らないで実施できており、現在の行政 

コストを将来の世代に先送りしていないことを示しています。 

            平成 23 年度 平成 24 年度 前年度比（％） 

プライマリーバランス 1 億 5,557 万 6 千円 ５,851 万 1 千円 ▲62.4

人件費

5億6,579万9

千円

物件費

1億7,099万6

千円

その他の

経費

4億106万4千

円

他会計への

繰出金

1億5,546万5

千円

社会保障

関係費6,636

万5千円
補助金等支

出3億1,416

万2千円

税収

4億2,370
万2千円

経常業務

収益

1億6,096
万円

移転収入

15億2,442

万6千円

支出収入 
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２ 連結財務書類（単体ベース） 

  「単体ベース」の財務書類とは、普通会計（一般会計＋診療事業特別会計）に、国民健康 

保険事業特別会計や簡易水道事業特別会計などの、留寿都村における全ての特別会計を含め 

たもので、これにより、村が管理する会計における資産や債務の全体像が確認できます。 

 

単体ベース 

 

 普通会計（一般会計＋診療事業特別会計） 

 

特別会計 

    国民健康保険事業特別会計、簡易水道事業特別会計、特別養護老人ホーム等運営事業特別会計、 

公共下水道事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計 

 

 

 

≪ 単体ベースにおける貸借対照表（バランスシート：ＢＳ） ≫ 

貸借対照表（バランスシート）は、年度末に保有する「資産」「負債」「純資産」を表示 

したものです。 

 

（単位：千円） 

 

（単位：千円） 

資産の部（これまでに積み上げてきた資産） 負債の部（将来世代が負担する金額） 

１ 公共資産 15,823,155 １ 固定負債 4,171,214

（１）事業用資産 (7,905,565) （１）村債 (3,454,404)

   （庁舎、学校など） （２）退職手当引当金 (460,321)

（２）インフラ資産 (7,917,590) （３）債務負担行為 (256,489)

（道路、公園など） ２ 流動負債 398,288

２ 投資等 2,216,392 （１）未払金 (11,009)

（１）投資及び出資金 (676,111) （１）翌年度償還予定村債 (358,911)

（２）基金など (1,540,281) （２）賞与引当金 (28,368)

３ 流動資産 409,234 負債合計【１＋２】 4,569,502

（１）資金 (271,993) 純資産の部（現在までの世代が負担した金額）

（２）未収金など (137,241) 純資産合計 13,879,279

資産合計【１＋２＋３】 18,448,781 負債及び純資産合計 18,448,781

 

●資 産：学校、公園、道路などの社会資本や投資、基金など、これまで積み上げてきた資産 

●負 債：村債（地方債）や退職給付引当金など将来世代の負担となるもの 

●純資産：国・道からの補助金など、将来返済しなくてよい財産 
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 単体貸借対照表からわかること 

● 村民１人当たりの資産・負債・純資産 

      （単位：千円） 

平成 23 年度 平成 24 年度 前年度比（％） 

資 産 9,935 9,624 ▲3.1

負 債 2,299 2,384 3.7

純資産 7,636 7,240 ▲5.2

（Ｈ25.3.31 時点での住民基本台帳人口：1,917 人） 

・主な増減要因 

  ①資 産 … 減価償却による資産の減及び土地の評価見直しによる土地価格の減 

  ②負 債 … 債務負担行為を新規に設定したことによる増 

  ③純資産 … 純資産変動計算書を参照してください 

● 純資産比率 【純資産／総資産】 

現在までの世代がすでに負担した資産の割合を見る指標で、この指標が高いほど将来世 

代への負担の先送りが少ないことになります。 

普通会計ベースでの純資産比率が７5．0 パーセントに対し、単体ベースでの純資産比 

率は７5．2％となっています。 

 

 ● 固定資産の老朽度【減価償却累計額/（有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額）】 

   事業用資産、インフラ資産などの資産が、耐用年数に比して、どの程度の年数が経過し 

ているのかを見る指標で、この指標が高いほど固定資産の老朽化が進んでいることになり 

ます。 

普通会計ベースでの固定資産老朽度が５5．9％に対し、単体ベースでの固定資産の老 

朽度は、４8.9％（前年度 45．1％、対前年比＋3．8 ポイント）となっています。 

  

● 総資産に対する金融資産・事業用資産・インフラ資産の割合 

村の総資産がどのように構成されているかを見ることで、資産の流動性を知ることがで 

きます。インフラ資産の割合が高いということは、売却可能な資産が少なく、資産の流動 

性が低いことを表しています。 

簡易水道事業特別会計や公共下水道事業特別会計を連結した単体ベースでは、普通会計 

に比べ、配水管の整備等による資産形成が多いため、インフラ資産の割合が高くなります。 

 また、前年度と比較して金融資産の割合が高くなったのは、基金を積立したことによる 

金融資産の増加が主な要因となっています。 

（単位：％） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 前年度比（％）

金融資産（資金・基金・出資金など） 12.9 14.2 10.0

事業用資産（庁舎、学校など） 42.5 42.9 0.9

インフラ資産（道路、公園など） 44.6 42.9 ▲3.8
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≪ 単体ベースにおける行政コスト計算書（ＰＬ） ≫ 

１年間の行政運営費用（コスト）のうち、資産形成以外に要したコストを区分して表示し 

たものです。行政コスト計算書では、従来の決算書には表現されない減価償却のような、実 

際には現金の支出がないコストについても把握できることから、村の行政サービス全体にか 

かるコストを知ることができます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 （単位：千円） 

経常費用（総行政コスト）【１＋２＋３＋４】 2,459,775

１ 人にかかるコスト 656,868

（１）人件費 (656,868)

２ 物にかかるコスト 1,243,707

（１）物件費 (193,234)

（２）減価償却費 (268,457)

（３）維持補修費 (23,702)

（４）経費等 (758,314)

３ 移転支出的なコスト 500,387

（１）補助金等移転支出 (432,591)

（２）社会保障関連費等移転支出 (66,365)

（３）その他の移転支出 (1,431)

４ その他のコスト（業務関連費用） 58,813

（１）公債費（利息）等 (58,813)

経常収益 333,218

１ 経常業務収益 333,218

（１）業務収益（使用料・手数料等） (309,802)

（２）業務関連収益 (23,416)

純経常行政コスト 

（経常費用－経常収益） 
2,126,557

 

 

 

 

●人件費：職員給与や議員報酬など 

●物件費：消耗品、施設等の維持補修にかかる経費や減価償却費など 

●経 費：委託料や使用料、手数料など 

●移転支出：他会計への繰出金や他団体への補助金、医療等の社会保障給付など 

●業務関連費用：村債償還の利子など 

●業務収益：使用料、手数料などの自己収入 

●業務関連収益：基金積立による受取利息など 
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 留寿都村の単体行政コスト計算書の傾向 

 行政コスト計算書は、村の経常的な活動に必要なコストから、使用料・手数料等の収入を引

くことで、どれくらい行政活動にコストがかかるのかを示しています。単体ベースにおいても、

人件費を除いた経常費用のうち、最も額が大きいのは補助金等移転支出です。次いで、委託料

や使用料等の経費等となっています。 

 

 ● 経常費用（総行政コスト）の内訳 

 

 単体行政コスト計算書からわかること 

● 村民１人当たりの純行政コスト及び人件費 

（単位：千円） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 前年度比（％） 

純行政コスト 902 1,109 23.0

うち人件費 329 343 4.3

（Ｈ25.3.31 時点での住民基本台帳人口：1,917 人） 

 

 ● 受益者負担率【経常収益/経常費用】 

   普通会計ベースと比較して、単体ベースの方が、受益者負担率が高くなっています。こ 

れは、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計において徴収している水道使用料 

等の額が大きいことが要因となっています。 

 また、対前年度比▲27.8%となった主な原因は、普通会計において、債務負担行為を

新規に設定したことによる経常費用の増（254,400 千円）によるものです。 

（単位：％） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 前年度比（％） 

受益者負担率 17.0 13.5 ▲27.8

 

人にかかるコスト

26.7%

物にかかるコスト

50.6%

移転支出的な

コスト 20.3%

その他のコスト

2.4%
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≪ 単体ベースにおける純資産変動計算書（ＮＷＭ） ≫ 

貸借対照表に計上される「純資産（現在までの世代が負担した部分）」が、年度中にどの 

ように増減したかを、「財源の変動」、「資産形成充当財源の変動」に区分して表示したも 

のです。 

 

 

 

 

   

（単位：千円） 

期首純資産残高 14,764,544

１ 財源変動の部【（２）－（１）】 ▲167,250

（１）財源の使途 2,891,888

純経常費用（＝ＰＬ「純経常行政コスト」） (2,126,557)

資産等形成支出 (389,575)

その他 (375,756)

（２）財源の調達 2,724,638

税収 (423,393)

社会保険料収入 (94,438)

補助金等移転収入 (1,544,984)

その他の財源の調達 (661,823)

２ 資産形成充当財源変動の部【（１）＋（２）＋（３）】 ▲718,015

（１）固定資産の変動 (▲764,558)

（２）長期金融資産の変動 (183,467)

（３）評価・換算差額等の変動 (▲136,924)

当期変動額合計【１＋２】 ▲885,265

当期末純資産残高 

（今年度のＢＳの「純資産」に計上される） 
13,879,279

 

 

 

 

 

 

 

１ 財源の変動 

  財源をどのように調達したか、また、どのような使途に支出したかを表示し、その差額を増

減として表す。 

２ 資産形成充当財源の変動 

  財源を、将来世代も利用可能な固定資産、長期金融資産に、どの程度使ったかを表す。 

 

● 当期末純資産残高：今年度の貸借対照表の「純資産」として計上される。 
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 留寿都村の単体純資産変動計算書の傾向 

 純資産の変動要因のうち、増加要因としては、補助金等移転収入の額が大きかったこと、長

期金融資産（主に基金積立金）の増加などがあります。また、減少要因としては、減価償却に

よる資産の減少が大きな要因となっています。 

 

純資産変動計算書の構成

 

 

 

資産形成充当財源

11億3,813万4千円

資産形成充当財源

4億2,011万9千円

純経常費用
（純経常行政コスト）

21億2,655万7千円

税収

4億2,339万3千円

資産等形成支出

3億8,957万5千円

社会保険料収入

9,443万8千円

その他

3億7,575万6千円

補助金等移転収入

15億4,498万4千円

その他の財源調達

6億6,182万3千円

変動額

8億8,526万5千円

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

純資産の減 純資産の増
（単位：百万円） 
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≪ 単体ベースにおける資金収支計算書（ＣＦ） ≫ 

留寿都村における１年間の現金の流れを「経常的収支」「資本的収支」「財務的収支」に 

区分して表示したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表しています。 

   

 

 

 

 

(単位：千円) 

期首資金残高 301,312

１ 経常的収支【（２）－（１）】 505,592

（１）経常的支出 1,910,712

    経常業務費用（人件費、物件費など） (1,408,982)

    移転支出（補助金、社会保障費など） (501,730)

（２）経常的収入 2,416,304

    税収 (423,702)

    社会保険料収入 (96,991)

    経常業務収益 (341,124)

    移転収入 (1,554,487)

２ 資本的収支【（２）－（１）】 ▲382,068

（１）資本的支出 389,575

固定資産形成 (190,836)

長期金融資産形成 (198,739)

（２）資本的収入 7,507

固定資産売却 

長期金融資産償還収入 

(2,338)

(5,169)

３ 財務的収支【（２）－（１）】 ▲152,843

（１）財務的支出 447,587

村債元利償還 (447,587)

（２）財務的収入 294,744

村債発行 (294,744)

当期資金収支額【１＋２＋３】 ▲29,319

期末資金残高 271,993

 

 

 

 

 

 

１ 経常的収支 ： 行政サービスを行う中で、毎年度、継続的に収入、支出されるもの 

２ 資本的収支 ： 学校、公園、道路などの資産形成や投資、貸付金等の収入、支出など 

３ 財務的収支 ： 村債、借入金等の借入、償還など 
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 留寿都村の単体資金収支計算書の傾向 

 資金収支計算書は、1 年間を通じて、村が、どのようにして収入を得たのか、また、どのよ

うなことにお金を使ったのかを表したものであり、これを見ることで、どのように財政運営を

行ったのかが見えてきます。 

単体ベースでも、人件費を除くと、補助金等の支出と村債の償還支出の割合が高くなってい

ます。また、収入については、移転収入が大部分を占めています。 

経常的収支の構成 

 

 

 単体資金収支計算書からわかること 

 ● 資金収支計算書から見る「平成 24 年度 留寿都村の財政運営」 

村の現金の動き 動きの内容 どういうこと？ 

１ 経常収支 

（＋5 億 559 万 2 千円） 

人件費、物件費などの支出と、税収などの

経常的収入の差引。 

現金に余剰が生じた。 

２ 資本収支 

（▲3 億 8,206 万 8 千円） 

基金の積立や固定資産の購入、売却に関す

るものの収支。平成 24 年度は、資産形成

額と基金積立額が大きかったことによりマ

イナス。 

将来世代も使用できる資産

を形成した。また、将来に

備え、貯金した。 

３ 財務的収支 

（▲１億 5,284 万 3 千円） 

地方債の「償還（返済）」＞「新規借入」

によりマイナス。 

借金返済を優先し、将来世

代の負担を軽減した。 

 ● プライマリーバランス（基礎的財政収支） 

【（歳入－村債借入）－（歳出－村債償還）＋基金増減】 

借金（村債）を除いた歳入と、過去の借金の返済額を除いた歳出の差で、これがゼロま 

たはプラスということは、行政サービスを借金に頼らないで実施できており、現在の行政 

コストを将来の世代に先送りしていないことを示しています。 

             平成 23 年度 平成 24 年度 前年度比（％） 

プライマリーバランス 1 億 8,507 万 2 千円 １億 2,352 万 4 千円 ▲33.3

人件費

6億8,801万1

千円

物件費

2億1,693万6

千円

その他の

経費

5億403万5千

円

社会保障

関係費

6,636万5千

円

補助金等

支出

4億3,536万6

千円

支出
税収

4億2,370
万2千円

社会保険

料収入

9,699万1

千円

経常業務

収益

3億4,112
万4千円

移転収入

15億5,448

万7千円

収入 
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Ⅲ 資料編 

１ 用語解説 

 

■ 貸借対照表 ■ 

 

【資産の部】 

① 事業用資産 

資産形成のためのお金が使われ、将来の経済的便益の流入が見込まれる非金融資産、 

    つまり､資産そのものが売却可能な資産をいいます｡ 

具体的には、庁舎、福祉施設、教育施設、普通財産など。 

② インフラ資産 

資産形成のためのお金が使われましたが、持っていても将来売却することができな 

い、あるいは収入が発生して現金の流入が見込まれない非金融資産、つまり､事業に 

供することによって何らかの収益が得られることが可能な資産をいいます。 

具体的には道路、河川、公園、下水道施設など。 

③ 有価証券 

「満期保有目的有価証券」及び「満期保有目的以外の有価証券」に区分され、「満 

    期保有目的有価証券」は、満期まで所有する意図をもって保有している債券をいいま 

す。具体的には社債や国債など。 

④ 出資金 

政策的目的を持って保有するもの。政策目的でなく保有するものは有価証券として 

    計上します。 

⑤ 基金・積立金 

積立ての目的により財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の３つに大別さ

れます。 

⑥ 資金 

年度末の現金の残高。 

⑦ 税等未収金 

税額を確定したが、納入されていない金額。 

⑧ 未収金 

税収以外で、既に財・サービスを提供しているが、未だ対価の支払いを受けていな 

い額 
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【負債の部】 

① 村債 

貸借対照表日の翌日から起算して１年以上後に償還予定のものをいいます。 

翌年度償還予定村債と併せた公債費が年度末の地方債残高と一致します。 

② 退職手当引当金 

退職手当のうち既に労働提供が行なわれている部分について､期末時点で必要とな 

    る支給総額。 

③ 流動負債 

貸借対照表日の翌日から起算して１年以内に弁済期限が到来する負債。 

１年以上後に弁済期限が到来するものは固定負債（非流動負債）といいます。 

④ 未払金 

基準日時点までに支払い義務発生の原因が生じており、その金額が確定し、又は合 

    理的に見積もることができるもの。 

⑤ 翌年度償還予定村債 

村債のうち、１年以内に償還予定のものをいいます。 

⑥ 賞与引当金 

職員等の賞与を支払うために、当期の労務提供に対応する金額を見積もり、翌期に 

    支払う賞与の額（期末・勤勉手当支給額×４か月／６か月）を計上します。 

 

【純資産の部】 

① 純資産：「資産－負債」 

「財源」、「資産形成充当財源」及び「その他の純資産」に区分して表示していま

す。毎年の増減は純資産変動計算書に記載され、BS にはその蓄積額が表示されます。 

 

 

 

■ 行政コスト計算書 ■ 

 

【経常費用】 

① 人件費 

議員報酬、職員給料など「ヒト」に係る経費 

② 物件費 

「モノ」に係る経費。消耗品、原材料費などが含まれます。 

③ 減価償却費 

バランスシートに計上されている道路や学校などの施設は、それができた年度にす 

    べてを費用として計上すると、年度によって費用にバラツキがでてしまうため、費用 

を平均化する必要があります。そのため、施設ごとに耐用年数を設定し、その年度で 

割ったものが各年度の「モノ」に係る費用としています。 
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④ 維持補修費 

資産の機能維持のために必要な修繕費等。具体的には需用費のうち修繕費及び工事 

    請負費をいいますが、工事請負費で固定資産計上されるものは除いています。 

⑤ 経費等   

業務にかかる経費。具体的には旅費、委託料等など。ただし、建物の設計管理費な 

    ど固定資産形成にかかる委託費は除いています。 

⑥ 移転支出 

他会計への支出額、補助金等、社会保障給付などは、「ヒトにかかるコスト」や 

「モノにかかるコスト」のように、人や物に代ってサービスが生まれるのとは違い、 

入ってきたお金が、お金のまま直接住民に使われるものを移転支出といいます。 

 

【経常収益】 

① 業務収益 

民生費負担金、各施設の使用料、手数料、諸収入のうちサービスの対価として受け 

    入れるもの。 

② その他の業務関連収益 

自動販売機設置手数料など、本来サービスの過程で得るのではなく付加的に得られ 

る収益をいいます。 

 

 

■ 純資産変動計算書 ■ 

 

① 純経常費用への財源措置 

行政コスト計算書で計算された純経常費用（純行政コスト）に支出（または支出が 

    確定）した金額 

② 資産等形成支出 

固定資産などの資産形成のために支出した金額 

③ その他の財源の使途 

直接資本消耗（インフラ資産にかかる減価償却費。）の額。 

事業用資産の減価償却費は行政コスト計算書に計上されます。 

④ 税収 

村税、地方譲与税など 

⑤ 補助金等移転収入 

地方交付税等の国庫支出金や道支出金など 

⑥ その他の財源調達 

固定資産の売却収入など 

⑦ 固定資産の変動 

    １年度間における固定資産の増減の額。 

⑧ 長期金融資産の増減 

１年度間における基金の増減の額。 
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⑨ 評価・換算差額等の変動 

資産の再評価損（益）による変動金額を計上します。土地の評価換えの時には必ず 

    計上されます。また、過去に取得した資産で、資産台帳への記載漏れがあった場合な 

    どには、その資産の額がここに計上されます。 

 

 

■ 資金収支計算書 ■ 

 

① 経常的収支 

村行政の経常的活動に伴い、継続的に発生する資金収支 

経常的収入 － 経常的支出 

② 資本的収支 

村行政の資本形成活動に伴い、臨時・特別に発生する資金収支 

資本的収入 － 資本的支出 

③ 財務的収支 

村の負債（村債）の管理に係る資金収支（負債の発行及び元利償還） 

公債費発行収入等 － 公債費償還等支出 

④ 基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

数値がプラスであれば、現在の行政サービスにかかる費用が将来の世代に先送りす 

    ることなく、現在の税収などで賄われていることを示しています。 

経常的収支 ＋ 資本的収支 

 

 


