
 

 

 

 

 

 

地方公会計に基づく財務書類 

 

平成 29 年度決算 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 3 月 

 

上牧町 総務課 

 





 

 

内容 

１．地方公会計制度の背景 ................................................................................................... 1 

（１）地方公共団体の現状及び地方公会計の導入 ............................................................. 1 

（２）地方公会計整備の意義 ............................................................................................ 2 

（３）財務書類整備の目的 ................................................................................................ 3 

（４）財務書類整備の効果 ................................................................................................ 4 

２．財務書類とは .................................................................................................................. 7 

（１）財務書類の構成 ....................................................................................................... 7 

（２）勘定科目の説明 ....................................................................................................... 9 

３．財務書類 ........................................................................................................................17 

（１）貸借対照表 .............................................................................................................17 

① 資産の部 ..............................................................................................................18 

② 負債の部 ..............................................................................................................18 

③ 純資産の部 ..........................................................................................................18 

（２）行政コスト計算書 ..................................................................................................19 

① 純経常行政コスト ................................................................................................20 

② 純行政コスト .......................................................................................................20 



 

（３）純資産変動計算書 ..................................................................................................21 

① 純行政コスト .......................................................................................................22 

② 財源 .....................................................................................................................22 

③ 固定資産等の変動（内部変動） ...........................................................................22 

④ その他 .................................................................................................................22 

⑤ 固定資産等形成分・余剰分（不足分） ................................................................22 

（４）資金収支計算書 ......................................................................................................23 

① 業務活動収支 .......................................................................................................24 

② 投資活動収支 .......................................................................................................24 

③ 財務活動収支 .......................................................................................................24 

 

 





 1 

１．地方公会計制度の背景 

（１）地方公共団体の現状及び地方公会計の導入 

 

地方公共団体の会計は、国の会計と同じく、住民から徴収された対価性のない税財源の配分を、

議会における議決を経た予算を通じて事前統制の下で行うという点で、営利を目的とする企業会

計とは根本的に異なっています。すなわち、税金を活動資源とする国・地方公共団体の活動は、

国民・住民福祉の増進等を目的としており、予算の議会での議決を通して、議会による統制の下

に置かれています（財政民主主義）。このため、国・地方公共団体の会計では、予算の適正・確

実な執行に資する観点から、現金の授受の事実を重視する現金主義が採用されているところであ

ります。 

一方で、国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、国民・住民に対する

説明責任をより適切に果たし、財政の効率化・適正化を図るため、発生主義等の企業会計の考え

方及び手法を活用した財務書類の開示が推進されてきたところであります。 

地方公会計は、発生主義により、ストック情報やフロー情報を総体的・一覧的に把握すること

により、現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして整備するものです。具体的に

は、発生主義に基づく財務書類において、現金主義会計では見えにくいコストやストックを把握

することで、中長期的な財政運営への活用の充実が期待できることや、そのような発生主義に基

づく財務書類を、現行の現金主義会計による決算情報等と対比させて見ることにより、財務情報

の内容理解が深まるものと考えられます。 
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（２）地方公会計整備の意義 

 

個々の地方公共団体における地方公会計整備の意義としては、住民や議会等に対し、財務情報

をわかりやすく開示することによる説明責任の履行と、資産・債務管理や予算編成、行政評価等

に有効に活用することで、マネジメントを強化し、財政の効率化・適正化を図ることが挙げられ

ます。  

また、地方公会計の整備は、個々の地方公共団体だけでなく、地方公共団体全体としての財務

情報のわかりやすい開示という観点からも必要があります。  

さらに、それぞれの地方公共団体において、財務書類の作成と開示及びその活用を行うことの

みならず、他の地方公共団体との比較を容易とし、その財政構造の特徴や課題をより客観的に分

析することで、住民等に対するわかりやすい説明、財政運営や行政評価等への活用を充実させる

ことが可能となります。 
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（３）財務書類整備の目的 

 

地方公共団体において財務書類を整備する目的については、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る中で、そうした経営を進め

ていくためには、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不可欠です。 

具体的な目的として、①資産・債務管理、②費用管理、③財務情報のわかりやすい開示、④政

策評価・予算編成・決算分析との関係付け、⑤地方議会における予算・決算審議での利用が挙げ

られています。   

これらの目的は、「説明責任の履行」と「財政の効率化・適正化」という観点からさらに整理

することができます。すなわち、③財務情報のわかりやすい開示は、地方公共団体の説明責任の

履行に資するものであり、①資産・債務管理、②費用管理、④政策評価・予算編成・決算分析と

の関係付け、⑤地方議会における予算・決算審議での利用は、内部管理強化を通じて最終的に財

政の効率化・適正化を目指すものであるといえます。したがって、財務書類整備の目的は大きく

次の二点にまとめることができます。 

①説明責任の履行 

地方公共団体は、住民から徴収した対価性のない税財源をもとに行政活動を行っており、付託

された行政資源について住民や議会に対する説明責任を有しますが、財務書類を作成・公表する

ことによって、財政の透明性を高め、その責任をより適切に果たすことができます。このことは、

財政民主主義の観点から、財政の統制を議会にゆだねるだけでなく、住民も直接に財政運営の監

視に関与すべきとの考え方からも求められるものです。 

 

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（以下「財政健全化法」という。）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・適正化を図ることができます。 
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（４）財務書類整備の効果 

 

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を実施する団体

であり、住民に対して地方税を賦課徴収する一方（地方自治法 223 条）、予算については議会の

議決を経て定めることとされ（同法 96 条、211 条）、決算については議会の認定が必要とされ

ています（同法 96 条、233 条）。 

このような普通地方公共団体の会計処理は、現金の収支を基準とするいわゆる現金主義によっ

ています。すなわち、歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度

における一切の支出をいうものですが、ここで収入とは現金の収納をいい、支出とは現金の支払

をいうとされています（財政法 2 条参照）。 

これに対して、企業会計において用いられる発生主義とは、現金の収支のみならず、すべての

財産物品等の増減及び異動をその発生した事実に基づいて経理することです。現金主義による地

方公共団体の予算・決算制度を前提とした場合、新たに発生主義に基づく財務書類を整備するこ

とによる効果としては、以下のものが挙げられます。 

① 発生主義による正確な行政コストの把握 

企業は営利を目的として活動を行っていることから、企業会計は経済的事実を正確に反映させ

た適正な期間損益計算を行うことを主要な任務としています。そのために、企業会計は発生主義

に基づき、経済活動の成果を表す「収益」とそれを得るために費やされた「費用」を厳密に対応

づけることによって、各会計期間の経営成績である「利益」を算定します。減価償却費や退職給

付費用などは、発生主義により認識することが求められます。 

新地方公会計モデルは発生主義の考え方を導入するものですが、ここで留意すべき点は、企業

の場合、会計期間の活動の成果は収益として定量的に把握することが可能であるのに対して、地

方公共団体の活動は前述のとおり住民の福祉の増進を目的として行われるものであるため、その

成果を収益として定量的に把握することがそもそも困難である点です。 

したがって、新地方公会計モデルの行政コスト計算書において経常的な費用と収益を対比させ

る意義は、企業会計のように一会計期間の経営成績を算出するためではなく、一会計年度に発生

した、純資産の減少をもたらす純経常費用（税収等でまかなうべき、純経常行政コスト）を算出

することにあるといえます。 

財政の効率化には正確な行政コストの把握が不可欠ですが、このような行政コスト計算書を作

成することにより、経常費用（経常行政コスト）あるいは純経常費用（純経常行政コスト）とし
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て、減価償却費などの見えにくいコストを含めたフルコストを把握することができ、これを住民

に対して明示するとともに、職員のコストに対する意識改革にもつなげることができます。 

 

② 資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握 

現金主義による会計処理は、現金（公金）の適正かつ客観的な経理に適合するものであり、国

や地方公共団体を通じて適用されていますが、地方公共団体の資産全体から見た場合、その一部

である「歳計現金」に関する収支（キャッシュ・フロー）が示されるにすぎず、毎年の歳出の結

果としての資産形成に関する情報（ストック情報）も不十分といえます（現行の決算制度におい

ても、「財産に関する調書」（地方自治法施行令 166 条）が添付されますが、これによっては財

産の適正な評価額までは明らかにされません）。 

この点、貸借対照表を作成することにより、公正価値による資産評価が行われますので、地方

公共団体がこれまでの行政活動により蓄積したすべての資産についてその評価額も含めたストッ

ク情報が明示されるとともに、資産形成に要した負債の額とあわせて見ることで、資産と負債（ス

トック）の総体を一覧的に把握することが可能となります。これは、地方公共団体が適切な資産・

負債管理を行ううえで有用な情報といえます。 

 

③ 連結ベースでの財務状況の把握 

普通地方公共団体は、一部事務組合、広域連合、第三セクター等の関係団体と連携協力して地

域の行政サービスを実施しており、現行の決算制度の下では、普通地方公共団体について一般会

計・特別会計ごとに歳入歳出決算が調製され（地方自治法 209 条、同施行令 166 条）、また、

地方公営企業法適用企業については別途決算が調製されます（地方公営企業法 30 条）。さらに

一部事務組合、広域連合、第三セクター等の関係団体についてもそれぞれに決算が調製されます。 

これらの決算書類に加え、普通地方公共団体と関係団体を総合した連結財務書類を作成するこ

とにより、公的資金等によって形成された資産の状況、その財源とされた負債・純資産の状況、

さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況など、普通地方公共団体を中心とす

る行政サービス提供主体の財務状況を一体的に把握することが可能となります。 
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２．財務書類とは 

（１）財務書類の構成 

 

財務書類の体系は、①貸借対照表、②行政コスト計算書、③純資産変動計算書、④資金収支計

算書及びこれらの財務書類に関連する事項についての附属明細書、注記となります。①～④の財

務書類は相互関係があり、以下の図の通りとなります。 

①貸借対照表  
②行政コスト 

計算書 
 

③純資産変動 

計算書 
 

④資金収支 

計算書 

資産 

負債 

 経常費用  前年度末残高  業務活動収支 

 
 経常収益 

 
純行政コスト  投資活動収支 

 臨時損失  財源  財務活動収支 

 臨時利益  
固定資産 

等の変動 
 前年度末残高 

純資産  純行政コスト  本年度末残高  本年度末残高 

 

 貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本

年度末歳計外現金残高を足したものと対応します。 

 貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、これは

純資産変動計算書の期末残高と対応します。 

 行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。 

 付属明細書は「財務書類作成要領」の様式第 5 号の通り作成します。（連結財務書類

は作成を省略しています） 

  

うち 

現金 

預金 
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財務書類の対象となる範囲について、以下の図の通り作成することとなります。 

 

 

本年度の財務書類の作成では、「●」を財務書類の対象範囲としております。 

また、相殺については以下の通り実施します。 

相殺対象 

投資と資本の相殺消去 資産購入と売却の相殺消去 

貸付金・借入金の債権債務の相殺消去 委託料の支払と受取 

補助金支出と補助金収入 利息の支払と受取 

会計間の繰入れ・繰出し 

委託料の支払と受取は、総務省「連結財務書類作成の手引き」に準じています。 

 

  【特記事項】 

 財務書類の作成基準日は、会計年度末（３月３１日）とします。ただし、出納整理期間

中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とします。その場合、

その旨及び出納整理期間に係る根拠条文（自治法第２３５条の５等）を注記します。 

 財務書類の表示金額単位は、千円とします。また、数値は表示単位未満を四捨五入して

いますので、その内訳が合計額と一致しない場合があります。なお、千円単位未満の計

数があるときは「０」を表示し、計数がないときは「－」を表示します。  

 

● 奈良県後期高齢者医療広域連合 ● 王寺周辺広域休日応急診療施設組合 

● 老人福祉施設三室園組合 ● 社会福祉法人 上牧町社会福祉協議会 

● 奈良広域水質検査センター組合 ● 山辺・県北西部広域環境衛生組合  

● 奈良県広域消防組合 ● 静香苑環境施設組合 

● 奈良県市町村総合事務組合 ● 奈良県葛城地区清掃事務組合 

 

● 国民健康保険特別会計 ● 介護保険特別会計（保険事業勘定） 

● 後期高齢者医療特別会計 ● 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 

● 下水道事業特別会計  ● 水道事業会計 

全体会計 

 

● 一般会計  ● 住宅新築資金等貸付事業特別会計 

一般会計等 

連結会計 
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（２）勘定科目の説明 

 

貸借対照表 

貸借対照表は、基準日時点における地方公共団体の財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内

訳）を明らかにすることを目的として作成します。 

資産の部 

 固定資産 

  有形固定資産 

  事業用資産 インフラ資産及び物品以外の有形固定資産 

  インフラ資産 システムまたはネットワークの一部であり、性質が特殊なも

ので代替的利用ができないこと、移動させることができない

こと、処分に関し制約をうける有形固定資産 

  物品 自治法第２３９第１項に規定するもので、取得価額または見

積価格が５０万円（美術品は３００万円）以上の資産 

  無形固定資産 

  ソフトウェア コンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラム 

  その他 ソフトウェア以外の無形固定資産 

  投資その他の資産 

  投資及び出資金 有価証券・出資金であり、有価証券は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（出資金には自治法第２３

８条第１項第７号により出損金も含む） 

  投資損失引当金 出資金の内、連結対象団体及び会計に対するものについて、

実質価額が３０％以上低下した場合に、実質価額と取得価額

の差額 

  長期延滞債権 債権回収予定日から１年以上経過した未回収の債権 

  長期貸付金 自治法第２４０条第１項に規定する債権である貸付金の内、

流動資産に区分されるもの以外のもの 

  基金 基金の内、流動資産に区分されるもの以外のもの 

  徴収不能引当金 長期延滞債権・長期貸付金に対し、過去の徴収不能実積率に

より算定したもの 
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 流動資産 

  現金預金 現金及び現金同等物 

  未収金 現年調定の収入未済額 

  短期貸付金 翌年度に償還期限が到来するもの 

  基金 財政調整基金及び減債基金（減債基金は１年に取り崩す予定

のあるもの） 

  棚卸資産 売却を目的として保有している資産 

  徴収不能引当金 未収金・短期貸付金に対し、過去の徴収不能実積率により算

定したもの 

負債の部 

 固定負債 

  地方債 償還予定が１年超のもの 

  長期未払金 自治法第２１４条に規定する債務負担行為で確定債務と見な

されるもの及びその他の確定債務のうち流動負債に区分され

るもの以外のもの 

  退職手当引当金 期末時点で職員が自己都合退職した場合の要支給額 

  投資損失引当金 履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方

公共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来

負担額 

 流動負債 

  １年内償還予定地方債 １年以内に償還予定の地方債 

  未払金 役務の提供が完了しその支払いが未済のもの 

  未払費用 役務の提供が継続中でその支払いが未済のもの 

  前受金 対価の収受があり役務の提供を行っていないもの 

  前受収益 対価の収受があり役務の提供が継続中のもの 

  賞与等引当金 在籍者に対する６月支給予定の期末・勤勉手当総額とそれら

に係る法定福利費相当額を加算した額の４／６ 

  預り金 第三社から寄託された資産に係る見返負債 

純資産の部 

  固定資産等形成分 資産形成のために充当した資源の蓄積 

  余剰分（不足分） 費消可能な資源の蓄積 
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行政コスト計算書 

行政コスト計算書は、会計期間中の地方公共団体の費用・収益の取引高を明らかにすることを目

的として作成します。 

経常費用 

 業務費用 

  人件費 

  職員給与費 職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる費用 

  賞与等引当金繰入額 賞与等引当金の当該年度発生額 

  退職手当引当金繰入額 退職手当引当金の当該会計年度発生額 

  その他 上記以外の人件費 

  物件費等 

  物件費 職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費といった消費的性質

の経費で資産計上されないもの 

  維持補修費 資産の機能維持のために必要な修繕費等 

  減価償却費 一定の耐用年数に基づき計算された当該会計期間中の負担と

なる資産価値減少金額 

  その他 上記以外の物件費等 

  その他の業務費用 

  支払利息 地方債等に係る利息負担金額 

  徴収不能引当金繰入額 徴収不能引当金の当該会計年度発生額 

  その他 上記以外のその他の業務費用 

 移転費用 

  補助金等 政策目的による補助金等 

  社会保障給付 社会保障給付としての扶助費等 

  他会計への繰出金 地方公営事業会計に対する繰出金 

  その他 上記以外の移転費用 

経常収益 

 使用料及び手数料 一定の財・サービスを提供する場合に、当該財・サービスの

対価として使用料・手数料の形態で徴収する金銭 

 その他 上記以外の経常収益 
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臨時損失 

 災害復旧事業費 災害復旧に関する費用 

 資産売却損 資産の売却による収入が帳簿価額を下回る場合の差額及び除

却した資産の除却時の帳簿価額 

 投資損失引当金繰入額 投資損失引当金の当該会計年度発生額 

 損失補償等引当金繰入額 損失補償等引当金の当該会計年度発生額 

 その他 上記以外の臨時損失 

臨時利益 

 資産売却益 資産の売却による収入が帳簿価額を上回る場合の差額 

 その他 上記以外の臨時利益 
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純資産変動計算書 

純資産変動計算書は、会計期間中の地方公共団体の純資産の変動、すなわち政策形成上の意思決

定またはその他の事象による純資産及びその内部構成の変動（その他の純資産減少原因・財源及

びその他の純資産増加原因の取引高）を明らかにすることを目的として作成します。 

純行政コスト 

 純行政コスト 行政コスト計算書の収支尻である純行政コストと連動 

財源 

 税収等 地方税、地方交付税及び地方譲与税等 

 国県等補助金 国庫支出金及び都道府県支出金等 

固定資産等の変動（内部変動） 

 有形固定資産等の増加 有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有資産の増加

額または有形固定資産及び無形固定資産の形成のために支出

した金額 

 有形固定資産等の減少 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費相当額及び除売

却による減少額または有形固定資産及び無形固定資産の売却

収入、除売却相当額及び自己金融効果を伴う減価償却費相当

額 

 貸付金・基金等の増加 貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額または新たな

貸付金・基金等のために支出した金額 

 貸付金・基金等の減少 貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額または貸付金の

償還収入及び基金の取崩収入相当額等 

資産評価差額 

 資産評価差額 有価証券等の評価差額 

無償所管換等 

 無償所管換等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等 

その他 

 その他 上記以外の純資産及びその内部構成の変動 
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資金収支計算書 

地方公共団体の資金収支の状態、すなわち地方公共団体の内部者（首長、議会、補助機関等）の

活動に伴う資金利用状況及び資金獲得能力を明らかにすることを目的として作成します。 

業務活動収支 

 業務支出 

  業務費用支出 

  人件費支出 人件費に係る支出 

  物件費等支出 物件費等に係る支出 

  支払利息支出 地方債等に係る支払利息の支出 

  その他の支出 上記以外の業務費用支出 

  移転費用支出 

  補助金等支出 補助金等に係る支出 

  社会保障給付支出 社会保障給付に係る支出 

  他会計への繰出支出 他会計への繰出に係る支出 

  その他の支出 上記以外の移転費用支出 

 業務収入 

  税収等収入 税収等の収入 

  国県等補助金収入 国県等補助金の内、業務支出の財源に充当した収入 

  使用料及び手数料収入 使用料及び手数料の収入 

  その他の収入 上記以外の業務収入 

 臨時支出 

  災害復旧事業費支出 災害復旧事業費に係る支出 

  その他の支出 上記以外の臨時支出 

 臨時収入 

  臨時収入 臨時にあった収入 

投資活動収支 

 投資活動支出 

  公共施設等整備費支出 有形固定資産等の形成に係る支出 

  基金積立金支出 基金積立に係る支出 

  投資及び出資金支出 投資及び出資金に係る支出 
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  貸付金支出 貸付金に係る支出 

  その他の支出 上記以外の投資活動支出 

 投資活動収入 

  国県等補助金収入 国県等補助金の内、投資活動支出の財源に充当した収入 

  基金取崩収入 基金取崩による収入 

  貸付金元金回収収入 貸付金に係る元金回収収入 

  資産売却収入 資産売却による収入 

 その他の収入 上記以外の投資活動収入 

財務活動収支 

 財務活動支出 

  地方債償還支出 地方債に係る元本償還の支出 

  その他の支出 上記以外の財務活動支出 

 財務活動収入 

  地方債発行収入 地方債発行による収入 

 その他の収入 上記以外の財務活動収入 
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３．財務書類 

（１）貸借対照表 
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①  資産の部  

資産合計に対して固定資産の割合が 90％を超えています。住民サービスのためには、公共施設

への投資は必要であると言えますが、この公共施設を維持するための資金が必要となる資産更新

の問題があります。 

有形固定資産の内、償却資産（建物、道路、橋梁、公園、物品等）の取得価額は一般会計等で

380.5 億円、全体会計で 529.1 億円、連結会計で 552.0 億円となっています。一方、簿価は一

般会計等で 125.6 億円、全体会計で 207.6 億円、連結会計で 216.6 億円となっており、減価償

却により価値が 60%以上減っています。 

流動資産は、現金預金への換金があるものとしての性質をもっていて、資産合計に対する割合

は一般会計等で 4.7％となります。この内、現金預金と基金の合計が 93.3％となっています。 

 

②  負債の部  

負債合計に対する地方債の割合はどの区分においても約 90％となっています。中でも一般会計

等においては前年度の 93.4％から 91.1％となっており、445,280 千円の減少となっています。

地方債は世代間負担の公平性のために資産の部の有形固定資産等の形成のために発生するもので、

地方債の資産に対する割合は、一般会計等では 44.1％となっています。 

流動負債は先１年以内に支出するもので、流動資産との比較による流動比率を算出することで

支出の準備状況を示すことが可能となります。一般的に 100％を超えていることでその準備が出

来ているものと言え、一般会計等では 114％、全体会計では 206％、連結会計では 199％となっ

ています。 

引当金は、今後の支出が見込まれる負債で、10 億円を超える状態ですが、負債総額に対して

10％以下となっています。 

③  純資産の部  

余剰分（不足分）がマイナスとなっています。上牧町では資産の部における固定資産の割合を

説明した通り、公共施設への投資を余剰分以上に行っていることと言えます。 

一般会計等では、前年度に比べて、固定資産等形成分が 235,018 千円(0.8％)減少しているの

に対し余剰分(不足分)は 153,198 千円(1.1％)増加していることから、当年度の投資については

固定資産等の減少(減価償却費 etc.)に満たない範囲で行われたと考えられます。 
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（２）行政コスト計算書 

  

（単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計

  経常費用 6,709,840 11,806,792 14,425,047

    業務費用 3,954,250 4,873,235 5,445,307

      人件費 1,819,474 1,976,310 2,286,394

        職員給与費 1,194,197 1,335,535 1,616,730

        賞与等引当金繰入額 104,863 115,888 136,988

        退職手当引当金繰入額 444,950 444,950 448,460

        その他 75,464 79,937 84,216

      物件費等 1,971,994 2,618,537 2,828,550

        物件費 1,030,402 1,358,549 1,470,526

        維持補修費 84,633 98,155 113,121

        減価償却費 856,959 1,161,833 1,244,830

        その他 - - 72

      その他の業務費用 162,782 278,388 330,363

        支払利息 115,328 187,103 190,245

        徴収不能引当金繰入額 20,835 34,836 34,928

        その他 26,619 56,449 105,190

    移転費用 2,755,590 6,933,557 8,979,740

      補助金等 1,138,308 5,946,899 4,960,101

      社会保障給付 921,338 923,542 3,956,221

      他会計への繰出金 649,262 - -

      その他 46,682 63,116 63,418

  経常収益 239,267 940,974 1,024,746

    使用料及び手数料 191,480 853,801 890,077

    その他 47,786 87,173 134,669

純経常行政コスト 6,470,573 10,865,818 13,400,301

  臨時損失 72,433 72,434 72,886

    災害復旧事業費 - - -

    資産除売却損 72,433 72,433 72,884

    投資損失引当金繰入額 - - -

    損失補償等引当金繰入額 - - -

    その他 - 2 2

  臨時利益 22,550 22,550 57,353

    資産売却益 975 975 975

    その他 21,575 21,575 56,378

純行政コスト 6,520,456 10,915,702 13,415,834
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①  純経常行政コスト  

＜経常費用＞ 一般会計等 全体会計 連結会計 

業務費用 58.9％ 41.3％ 37.7％ 

移転費用 41.1％ 58.7％ 62.3％ 

経常費用のうち、業務費用と移転費用の割合は上記のとおりです。 

＜業務費用＞ 一般会計等 全体会計 連結会計 

人件費 46.0％ 40.6％ 42.0％ 

物件費等 49.9％ 53.7％ 51.9％ 

その他の業務費用 4.1％ 5.7％ 6.1％ 

業務費用の中でも、職員給与費、物件費、減価償却費が約８割を占めています。 

民間企業では、人件費、施設経費の順で高い割合となります。地方自治体では、物件費等に施

設経費以外の経費も含まれるほか、そもそも施設所有に対する金額が資産の 9 割を超えるため、

必然的に高くなる傾向にあります。 

＜移転費用＞ 一般会計等 全体会計 連結会計 

補助金等 41.3％ 85.8％ 55.2％ 

社会保障給付 33.4％ 13.3％ 44.1％ 

他会計への繰出金 23.6％ －％ －％ 

その他移転費用 1.7％ 0.9％ 0.7％ 

移転費用の内訳として、すべての会計で補助金等が占める割合が高くなっています。 

他会計への繰出金は、相殺消去の対象となるため全体・連結会計では計上されません。 

補助金等について、全体会計と連結会計において大きく差が表れていますが、その原因として

は、連結対象団体(一部事務組合等)との相殺消去があげられます。 

その他移転費用は、重量税等が該当します。 

 

②  純行政コスト  

対象損益は臨時的取引となり、資産除売却損益や引当金の繰入・戻入益が該当します。 
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（３）純資産変動計算書 

  

（単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計

前年度末純資産残高 14,713,751 20,587,253 21,649,963

  純行政コスト（△） -6,520,456 -10,915,702 -13,415,834

  財源 6,417,474 10,881,263 13,479,498

    税収等 5,173,191 8,364,762 9,714,825

    国県等補助金 1,244,283 2,516,501 3,764,673

  本年度差額 -102,981 -34,440 63,664

  固定資産等の変動（内部変動） - - -

    有形固定資産等の増加 - - -

    有形固定資産等の減少 - - -

    貸付金・基金等の増加 - - -

    貸付金・基金等の減少 - - -

  資産評価差額 - - -

  無償所管換等 64,333 64,333 64,370

  他団体出資等分の増加 - - -

  他団体出資等分の減少 - - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - -42,609

  その他 -43,171 34 34

  本年度純資産変動額 -81,820 29,927 85,459

本年度末純資産残高 14,631,931 20,617,180 21,735,421

【固定資産等形成分】前年度末純資産残高 28,235,821 37,492,235 39,977,594

【固定資産等形成分】  純行政コスト（△）

【固定資産等形成分】  財源

【固定資産等形成分】    税収等

【固定資産等形成分】    国県等補助金

【固定資産等形成分】  本年度差額

【固定資産等形成分】  固定資産等の変動（内部変動） -299,384 -563,807 -489,712

【固定資産等形成分】    有形固定資産等の増加 673,353 774,113 823,424

【固定資産等形成分】    有形固定資産等の減少 -876,337 -1,168,985 -1,252,433

【固定資産等形成分】    貸付金・基金等の増加 501,354 758,674 1,072,696

【固定資産等形成分】    貸付金・基金等の減少 -597,753 -927,609 -1,133,399

【固定資産等形成分】  資産評価差額 - - -

【固定資産等形成分】  無償所管換等 64,333 64,333 64,370

【固定資産等形成分】  他団体出資等分の増加 -

【固定資産等形成分】  他団体出資等分の減少 -

【固定資産等形成分】  比例連結割合変更に伴う差額 - - -458,550

【固定資産等形成分】  その他 34 34 34

【固定資産等形成分】  本年度純資産変動額 -235,017 -499,441 -883,858

【固定資産等形成分】本年度末純資産残高 28,000,803 36,992,795 39,093,737

【余剰分（不足分）】前年度末純資産残高 -13,522,070 -16,904,983 -18,327,632

【余剰分（不足分）】  純行政コスト（△） -6,520,456 -10,915,702 -13,415,834

【余剰分（不足分）】  財源 6,417,474 10,881,263 13,479,498

【余剰分（不足分）】    税収等 5,173,191 8,364,762 9,714,825

【余剰分（不足分）】    国県等補助金 1,244,283 2,516,501 3,764,673

【余剰分（不足分）】  本年度差額 -102,981 -34,440 63,664

【余剰分（不足分）】  固定資産等の変動（内部変動） 299,384 563,807 489,712

【余剰分（不足分）】    有形固定資産等の増加 -673,353 -774,113 -823,424

【余剰分（不足分）】    有形固定資産等の減少 876,337 1,168,985 1,252,433

【余剰分（不足分）】    貸付金・基金等の増加 -501,354 -758,674 -1,072,696

【余剰分（不足分）】    貸付金・基金等の減少 597,753 927,609 1,133,399

【余剰分（不足分）】  資産評価差額 -

【余剰分（不足分）】  無償所管換等 -

【余剰分（不足分）】  他団体出資等分の増加 - - -

【余剰分（不足分）】  他団体出資等分の減少 - - -

【余剰分（不足分）】  比例連結割合変更に伴う差額 - - 415,941

【余剰分（不足分）】  その他 -43,205 - -

【余剰分（不足分）】  本年度純資産変動額 153,198 529,368 969,316

【余剰分（不足分）】本年度末純資産残高 -13,368,872 -16,375,615 -17,358,315
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①  純行政コスト  

行政コスト計算書の最終行の純行政コストを正負転換した金額が計上されます。 

②  財源  

財源は、税収等と国県等補助金に区分されます。 

財源 一般会計等 全体会計 連結会計 

税収等 80.6％ 76.9％ 72.1％ 

国県等補助金 19.4％ 23.1％ 27.9％ 

 

③  固定資産等の変動（内部変動）  

有形固定資産等・貸付金・基金等ともに減少額が増加額よりも多くなったため、固定資産等形

成分が減少しています。 

④  その他  

固定資産の寄附・交換等が対象となっています。 

 

⑤  固定資産等形成分・余剰分（不足分）  

貸借対照表の純資産の部とリンクしています。 

純資産合計はプラスとなっていますが、余剰分（不足分）はマイナス計上となっています。 

これは、基準日時点における将来の金銭必要額を示していることとなり、現金預金残高と比較

しても大きく足りていないため固定資産等の所有や管理を検討していく必要があると言えます。 

固定資産形成分は、これまでの自治体運営の中で投資された固定資産の現在価値を表していま

す。固定資産は、減価償却によって価値が毎年減少しますが、今年度に至ってはその減少以上に

投資を行っているといえます。 

余剰分（不足分）は、将来世代の負担額を示しています。正の数であれば、現在世代によって

余剰が生まれており、負の数であれば、将来世代の負担が不可欠である、ということが表されま

す。 
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（４）資金収支計算書 

  

（単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計

【業務活動収支】

  業務支出 5,531,518 10,284,185 12,833,580

    業務費用支出 2,626,703 3,201,402 3,704,615

      人件費支出 1,372,307 1,528,253 1,838,370

      物件費等支出 1,112,449 1,450,525 1,577,501

      支払利息支出 115,328 187,103 189,431

      その他の支出 26,619 35,521 99,313

    移転費用支出 2,904,815 7,082,782 9,128,965

      補助金等支出 1,287,533 6,096,124 5,109,326

      社会保障給付支出 921,338 923,542 3,956,221

      他会計への繰出支出 649,262 - -

      その他の支出 46,682 63,116 63,418

  業務収入 6,501,079 11,627,919 14,314,458

    税収等収入 5,136,525 8,307,288 9,657,374

    国県等補助金収入 1,129,654 2,377,872 3,632,554

    使用料及び手数料収入 188,586 857,058 893,335

    その他の収入 46,314 85,701 131,195

  臨時支出 57,696 57,697 57,697

    災害復旧事業費支出 - - -

    その他の支出 57,696 57,697 57,697

  臨時収入 21,575 21,575 14,488

業務活動収支 933,440 1,307,612 1,437,668

【投資活動収支】

  投資活動支出 869,692 1,103,646 1,184,311

    公共施設等整備費支出 673,353 774,113 820,545

    基金積立金支出 196,339 329,533 363,766

    投資及び出資金支出 - - -

    貸付金支出 - - -

    その他の支出 - - -

  投資活動収入 450,802 643,290 655,773

    国県等補助金収入 114,629 138,629 138,629

    基金取崩収入 315,870 489,839 502,322

    貸付金元金回収収入 14,032 1,799 1,799

    資産売却収入 5,616 5,616 5,616

    その他の収入 655 7,407 7,407

投資活動収支 -418,890 -460,356 -528,538

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,322,891 1,596,475 1,700,252

    地方債等償還支出 1,300,880 1,574,465 1,675,928

    その他の支出 22,011 22,011 24,325

  財務活動収入 855,600 994,900 1,027,357

    地方債等発行収入 855,600 994,900 1,027,357

    その他の収入 - - -

財務活動収支 -467,291 -601,575 -672,896

本年度資金収支額 47,259 245,681 236,234

前年度末資金残高 233,313 1,320,367 1,441,915

比例連結割合変更に伴う差額 - - 6,704

本年度末資金残高 280,573 1,566,047 1,684,853

前年度末歳計外現金残高 21,476 21,476 30,702

本年度歳計外現金増減額 -10,909 -10,909 -18,744

本年度末歳計外現金残高 10,567 10,567 11,957

本年度末現金預金残高 291,139 1,576,614 1,696,811
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①  業務活動収支  

業務活動収支は、プラスとなりました。 

一般会計においては 9.3 億円を投資や財務に使用することが可能であると言えます。前年度と

比較して 36 百万円(4.0％)の増加となっており、税収の 176 百万円増加・国県等補助金収入の

113 百万円増加が大きな要因となっています。 

 

②  投資活動収支  

投資活動収支は、マイナスとなりました。 

支出は公共施設の整備や基金の積み立てが、収入は国庫・県支出金収入や基金の取り崩しが要

因となっています。 

投資活動収支がマイナスとなる理由として、公共施設の整備（6.7 億円）が挙げられます。 

第二小学校プール改築工事で 1.5 億円、道路工事による資産計上分として 1.3 億円等がその内

訳となります。 

基金の増減額は、前年度と同様、積立額よりも取崩額の方が高くなりました。 

積立・取崩の差し引き 1.2 億円が当年度の基金減少であり、財政調整基金の 1.2 億円減少（積

立 1.9 億円、取崩 3.1 億円）が大きな要因となっています。 

 

③  財務活動収支  

財務活動収支は、前年度(△243 百万円)に続いてマイナスとなりました。 

財務活動収支は、マイナスの場合は負債の減少を、プラスの場合は負債の増加を意味します。 

結果として、地方債の残高が 4.5 億円減少しています。 
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財務書類における注記 

 

1. 重要な会計方針 

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和 59年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

イ 昭和 60年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

 

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････取得原価 

② 満期保有目的以外の有価証券････････････････該当なし 

③ 出資金 

ア 市場価格のあるもの･･･････････････････････該当なし 

イ 市場価格のないもの･･･････････････････････出資金額 

 

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

最終仕入原価法に基づく原価法 

 

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（5年）に基づく定額法によっています。） 

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（重要性の乏しいファイナンス・リース取引を除く） 

･･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 
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(5) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が

著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。 

 

② 徴収不能引当金 

未収金については、過去 5年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。 

長期延滞債権については、過去 5年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。 

長期貸付金については、過去 5年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。 

 

③ 退職手当引当金 

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給

された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち上牧町へ按分される額を加算し

た額を控除した額を計上しています。 

 

④ 損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

 

⑤ 賞与等引当金 

翌年度 6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額に

ついて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

(6) リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（重要性の乏しいファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

イ ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

(7) 資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（上牧町資金管理方針において、歳計現金等

の保管方法として規定した預金等をいいます。） 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。 
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(8) 消費税の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 

ただし、水道事業会計については税抜方式によっています。 

 

(9) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 50万円（美術品は 300万円）以上の場合に資産

として計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

ただし、水道事業会計については上記の限りではありません。 
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2. 重要な会計方針の変更等 

(1) 会計方針の変更 

変更なし 

 

(2) 表示方法の変更 

変更なし 

 

(3) 資金収支計算書における資金の範囲の変更 

変更なし 

 

3. 重要な後発事象 

 

(1) 主要な業務の改廃 

なし 

 

(2) 組織・機構の大幅な変更 

なし 

 

(3) 地方財政制度の大幅な改正 

なし 

 

(4) 重大な災害等の発生 

なし 

 

4. 偶発債務 

(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況 

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 

団体(会計)名 確定債務額 

履行すべき額が確定していない 

損失保証債務等 
総額 

損失補償等引当金 

計上額 

貸借対照表 

未計上額 

公営企業会計 - 千円 - 千円 1,900,851 千円 1,900,851 千円 

一部事務組合等 - 千円 - 千円 431,652 千円 431,652 千円 

計 - 千円 - 千円 2,332,503 千円 2,332,503 千円 

 

(2) 係争中の訴訟等 

なし  



5 

 

5. 追加情報 

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

 

① 財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

 

範囲 団体(会計)名 区分 連結方法 連結割合 

一般会計等 一般会計 ― ― ― % 

一般会計等 住宅新築資金等貸付事業特別会計 特別会計 全部 100 % 

全体会計 国民健康保険特別会計 特別会計 全部 100 % 

全体会計 後期高齢者医療特別会計 特別会計 全部 100 % 

全体会計 下水道事業特別会計 特別会計 全部 100 % 

全体会計 介護保険特別会計(保険事業勘定) 特別会計 全部 100 % 

全体会計 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 特別会計 全部 100 % 

全体会計 水道事業会計 公営企業会計 全部 100 % 

連結会計 
奈良県後期高齢者医療広域

連合 

一般会計 一部事務組

合・広域連合 
比例 

1.76 % 

特別会計 1.78 % 

連結会計 老人福祉施設 三室園組合 
一部事務組

合・広域連合 
比例 15.53 % 

連結会計 王寺周辺広域休日応急診療施設組合 
一部事務組

合・広域連合 
比例 14.16 % 

連結会計 奈良県葛城地区清掃事務組合 
一部事務組

合・広域連合 
比例 3.69 % 

連結会計 静香苑環境施設組合 
一部事務組

合・広域連合 
比例 34.91 % 

連結会計 奈良県広域消防組合 
一般会計 一部事務組

合・広域連合 
比例 

2.57 % 

特別会計 15.57 % 

連結会計 奈良県市町村総合事務組合 
会館管理 一部事務組

合・広域連合 
比例 

2.56 % 

公務災害 4.56 % 

連結会計 山辺・県北西部広域環境衛生組合 
一部事務組

合・広域連合 
比例 7.83 % 

連結会計 奈良広域水質検査センター組合 
一部事務組

合・広域連合 
比例 0.78 % 

連結会計 社会福祉法人 上牧町社会福祉協議会 第三セクター等 全部 100 % 

 

② 一般会計等の対象範囲のうち、普通会計の対象範囲に含まれない特別会計はありません。 
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③ 地方自治法第 235条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理

期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

なお、出納整理期間を設けていない団体(会計)との間で、出納整理期間に現金の受払等があっ

た場合は、現金の受払等が終了したものとして調整しています。 

 

④ 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

 

⑤ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。 

実質赤字比率 － ％ 

連結実質赤字比率 － ％ 

実質公債費比率 14.4 ％ 

将来負担比率 138.1 ％ 

 

⑥ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額   4,748 千円 

 

⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額   

一般会計等 358,450千円 

全体会計 358,450千円 

会計 款 項 繰越理由 金額 

一般会計 総務費 総務管理費 繰越明許費 8,255 千円 

一般会計 民生費 社会福祉費 繰越明許費 24,678 千円 

一般会計 消防費 消防費 繰越明許費 6,524 千円 

一般会計 教育費 小学校費 繰越明許費 188,132 千円 

一般会計 教育費 中学校費 繰越明許費 130,861 千円 
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(2) 貸借対照表に係る事項 

 

① 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に

含まれることが見込まれる金額  7,898,405千円 

 

② 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。 

標準財政規模 4,970,764 千円 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 792,754 千円 

将来負担額 15,534,512 千円 

充当可能基金額 1,712,396 千円 

特定財源見込額  152,465 千円 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額  7,898,405 千円 

 

③ 地方自治法第 234条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額 

一般会計等 23,022 千円 

全体会計 23,022 千円 

 

(3) 純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

① 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 

 

② 余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 

(4) 資金収支計算書に係る事項 

① 基礎的財政収支 

一般会計等 510,348 千円 

全体会計 874,053 千円 

連結会計 960,005 千円 

 

② 既存の決算情報との関連性 

一般会計等 収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 8,059,456 千円 7,779,183 千円 

財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 2,915 千円 2,615 千円 

繰越金に伴う差額 233,012 千円 ― 千円 

資金収支計算書 7,829,057 千円 7,781,797 千円 
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地方自治法第 233条第 1項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲としているのに

対し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、歳入歳出決算書と資金収支計

算書は一部の特別会計（住宅新築資金等貸付事業特別会計）の分だけ相違します。 

 

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

 一般会計等 

資金収支計算書の業務活動収支 933,440 千円 

 投資活動収入の国県等補助金収入 114,629 千円 

 投資活動収入のその他の収入 655 千円 

 未収金の増減 △17,620 千円 

 長期延滞債権の増減 38,624 千円 

    

 棚卸資産の増減 △2,585 千円 

 減価償却費 △856,959 千円 

 賞与引当金の増減 △2,217 千円 

 退職手当引当金の増減 △295,725 千円 

 徴収不能引当金の増減 △1,461 千円 

 資産除売却損 △14,737 千円 

 資産売却益 975 千円 

    

    

純資産変動計算書の本年度差額 △102,981 千円 

 

④ 一時借入金 

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。 

なお、一時借入金の限度額および利子額は次のとおりです。 

一時借入金の限度額  2,000,000千円 

一時借入金に係る利子額   なし 

 

6. 重要な非資金取引 

重要な非資金取引はありません。 
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