
◆ 普通会計貸借対照表

　　　（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

1 公共資産 74,902,517 1 固定負債 20,384,150
(1) 有形固定資産 71,433,561 (1) 地方債 17,402,277
(2) 売却可能資産 3,468,956 (2) 長期未払金 0

(3) 退職手当引当金 2,981,873
2 投資等 2,076,425 (4) その他 0
(1) 投資及び出資金 958,990
(2) 貸付金 99,610 2 流動負債 1,707,854
(3) 基金等 625,546 (1) 翌年度償還予定地方債 1,551,478
(4) 長期延滞債権等 730,431 (2) 未払金 0
(5) 回収不能見込額 △ 338,152 (3) 翌年度支払予定退職手当 0

(4) 賞与引当金 156,376
3 流動資産 5,140,958
(1) 現金預金 5,049,525 22,092,004
 ① 歳計現金 802,410
 ➁ 財政調整基金等 4,247,115
(2) 未収金 91,433 9,042,172
 ① 地方税・その他 174,965 58,446,762
 ➁ 回収不能見込額 △ 83,532 △ 7,490,935

29,897

60,027,896

82,119,900 82,119,900資産合計 負債・純資産合計

純資産合計

負債合計

公共資産等整備国県補助金等

公共資産等整備一般財源等
その他一般財源等

　
　貸借対照表は、当該年度までに市が積み上げてきた、行政サービスを提供するために
保有している資産と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを表
したものです。
「資産」は、道路・施設・設備や基金など、市がどのくらい資産を保有しているかを示
し、「負債」は、借入金など市が将来、負担・返済していく債務を示します。「純資
産」は、資産と負債の差引額で、本市が将来返済する必要がない資産を示します。
　平成24年度末の市の資産額はおよそ821億円、それに対する負債額は221億円、純資産
額は600億円です。

資産評価差額

平成24年度　普通会計貸借対照表（要約版）

資産の部 負債の部

純資産の部



◆ 普通会計行政コスト計算書

(1)
(2)
(3)

 (1)
 (2)
 (3)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

723,225
16,203,470

平成24年度　普通会計行政コスト計算書（要約版）

（単位：千円）

（自 平成24年4月1日　　至 平成25年3月31日)

人件費
退職手当引当金繰入等
賞与引当金繰入額

物件費

466,232

7,859,168

209,029
723,225

3,377,849
2,001,171
2,221,997
258,151

257,203

１ 人にかかるコスト

144,122
2,540,759

経常費用　　A 16,926,695
2,845,356
2,389,228

5,755,939
3,071,058

純経常行政コスト　　A-B

支払利息等
回収不能見込計上額

　
　行政コスト計算書は、当該年度１年間の行政活動のうち、保健・福祉・ごみの収集な
ど資産形成に結びつかない行政サービスに要したコスト（経常費用）と、その行政サー
ビスの対価として得られた手数料などの財源（経常収益）を対比したものです。その差
引額が「純経常行政コスト」となり、行政サービスを提供する上で、地方税や地方交付
税などをどのくらい充てたかがわかります。
「経常費用」では、行政サービスを提供する上で要した費用を把握するため、職員の人
件費など人にかかるコスト、備品購入費や維持補修費など物にかかるコスト、扶助費や
補助費など移転支出的なコストなどに分類してあります。
平成24年度の経常費用は169億円、経常収益は7億円、この差引である純経常行政コスト
は162億円です。

３ 移転支出的なコスト

維持補修費
減価償却費

２ 物にかかるコスト

299,752
156,376

４ その他のコスト

社会保障給付

経常収益　　B
    使用料・手数料等

補助金等
他会計等への支出額
他団体への公共資産整備補助金等



◆ 普通会計純資産変動計算書

　純経常行政コスト
　財源調達
　　地方税
　　地方交付税
　　補助金
　　その他
　臨時損益
　資産評価替等

　

1,252,506

　純資産変動計算書は、貸借対照表の「純資産」の額が１年間にどのように変動したか
を表したものです。「純資産」を減少させる主な項目は、行政コスト計算書で算定され
る「純経常行政コスト」であり、増加させる主な項目は、地方税・地方交付税や国・県
からの補助金などであり、１年間の純資産総額の変動が明らかになります。
　「期末純資産残高」は、貸借対照表の「純資産合計」と一致します。

61,652,125
△ 16,203,470

（自 平成24年4月1日　　至 平成25年3月31日)

平成24年度　普通会計純資産変動計算書（要約版）

15,944

3,615,173

期末純資産残高

（単位：千円）

60,027,896

14,533,400
6,558,397

29,897

期首純資産残高

3,107,324



◆ 普通会計資金収支計算書

（単位：千円）
経常的収支　A 2,915,501

　人件費 2,752,747
　物件費 3,071,058
　社会保障給付 3,377,849
　補助金等 2,001,171
　支払利息 257,203
　他会計等への事務費等充当財源繰出支出 2,157,318
　その他支出 161,150

支出合計 13,778,496
　地方税 6,515,715
　地方交付税 3,615,173
　国県補助金等 2,889,281
　地方債発行額 1,083,100
　基金取崩額 697,516
　その他収入 1,893,212

収入合計 16,693,997
公共資産整備収支　B △ 1,333,053

　公共資産整備支出 2,054,668
　公共資産整備補助金等支出 258,151
　他会計等への建設費充当財源繰出支出 64,679

支出合計 2,377,498
　国県補助金等 176,989
　地方債発行額 847,400
　基金取崩額 0
　その他収入 20,056

収入合計 1,044,445
投資・財務的収支　C △ 1,750,129

　投資及び出資金 10,000
　貸付金 23,000
　基金積立額 444,756
　定額運用基金への繰出支出 1,195
　他会計等への公債費充当財源繰出支出 0
　地方債償還額 1,413,470

支出合計 1,892,421
　国県補助金等 41,054
　貸付金回収額 7,992
　基金取崩額 0
　公共資産等売却収入 33,361
　その他収入 59,885

収入合計 142,292
当年度歳計現金増減額　D（A+B+C） △ 167,681

期首歳計現金残高　E 970,091
期末歳計現金残高　F（D＋E） 802,410

　資金収支計算書は、性質の異なる3つの区分に分けて、市の行政活動に伴う1年間の
資金の流れを表しており、行政活動にどのような資金が必要とされ、それをどのよう
に賄ったかがわかり、「期末歳計現金残高」の増減の原因が明らかになります。
「経常的収支」は、人件費や物件費などの支出と地方税や地方交付税などの収入が表
示されており、日常の行政活動の資金収支となっております。「公共資産整備収支」
は、公共資産の整備などによる支出とその財源である補助金や地方債などの収入が表
示されております。「投資・財務的収支」は、基金の積立や地方債の償還などによる
支出とその財源である補助金、貸付金回収などの収入が表示されております。
　「期末歳計現金残高」は、貸借対照表の「流動資産の歳計現金」と一致します。

平成24年度　普通会計資金収支計算書（要約版）

（自 平成24年4月1日　　至 平成25年3月31日)



◆ 分析指標（普通会計ベース）
　　今回作成した各財務諸表の数値を活用して、分析指標を作成しました。

※25.3.31住基人口　50,052人

① 住民一人当たり資産額 1,641千円

② 住民一人当たり負債額 441千円

③ 住民一人当たり行政コスト 324千円

④ 住民一人当たり人件費・物件費等 172千円

⑤ 歳入額対資産比率 4.4年

⑥ 純資産比率 73.1％

⑦ 行政コスト対公共資産比率 22.6％

⑧ 受益者負担の比率 4.3％

⑨ 基礎的財政収支 △677,595千円

【指標説明】
① 住民一人当たり資産額

②

③

④

⑤

⑥ 純資産比率

⑦

⑧

⑨

受益者負担の比率

行政サービスに係る経常費用に対する受益者負担の割合を算出

住民一人当たり人件費・物件費等

人・物にかかるコストに対する住民一人当たりの額を算出

歳入額対資産比率

これまでに形成された資産が、当該年度の歳入の何年分に相当するかを算出

基礎的財政収支（プライマリーバランス）

公債発行収入を除いた歳入と公債の元利償還額を除いた歳出との差を算出

市が保有する資産額に対する住民一人当たりの額を算出

資産形成に結びつかない純経常行政コストに対する住民一人当たりの額を算出

どれだけの資産でどれだけの行政サービスを提供しているかを把握できる、公共資産に対
する経常費用の割合を算出

住民一人当たり負債額

市の負債額に対する住民一人当たりの額を算出

住民一人当たり行政コスト

資産総額に対する純資産総額の割合を算出

行政コスト対公共資産比率


