
南砺市の平成 21年度末における財務書類の公表について 

 

平成 22 年 11 月 8 日 

南砺市総務部財政課 

 

このたび、当市の平成 21 年度末における財務書類を市の全会計（普通会計＋公営事業会

計）で作成し、公表いたします。 

本表は、「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」において示された

方針に従い、「新地方公会計制度実務研究会報告書」における「総務省方式改訂モデルに基

づく財務書類作成要領」に則ったものです。 

なお、一部事務組合や第三セクターなどとの連結財務書類については、連結対象となる

全団体の準備が整い次第、作成し、公表する予定です。 

※参考：住民一人当たりの算出に用いた住民基本台帳人口 

H21 56,097 人(H22.3.31 現在)、H20 56,683 人(H21.3.31 現在)） 

 

■財務諸表の説明と平成 21 年度末での状況 

 

▽貸借対照表（BS：Balance Sheet） 

本市が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その資産を形成してきた

財源（負債、純資産）を、左右で対照表示したものです。 

「資産」には、市有施設や土地などの固定資産や基金、現金・預金などを計上し、「負債」に

は、将来償還・負担するべきものとして、主に地方債などを計上、「純資産」は、「資産－負債」

として、国県補助金や一般財源を計上しています。 

 

<普通会計分> 

平成 21 度末現在における当市の“資産”の総額は、2,137 億 6 千万円となっており、住

民一人当たり 381 万円の価値があります。一方で、この資産を形成するために、市債など

488 億 8 千万円(一人当たり 87 万円)の“負債”を抱えています。 

“負債”とは、将来の世代に負担してもらう金額であり、逆に、これまでの世代が既に

負担してきた金額は“純資産”として示しています。公共資産に対する“純資産”の割合

は 77％であり、これまでの世代が支払いを済ませた額が多く、将来世代への負担が少ない

行政運営を行ってきたことを表しています。 

<資産> <負債> 

H21 213,764,562 （3,811） H21 48,881,858 （872） 

H20 205,922,814 （3,633） H20 50,256,775 （887） 

比較 7,841,748 （178） 比較 ▲1,374,917 （▲15） 

・増：有形固定資産取得 

・減：減価償却 

・他：ソフトウェア変更（増） 

減：市債償還 

<純資産> 

H21 164,882,704 （2,939） 

H20 155,666,039 （2,746） 

比較 9,216,665 （193） 

※単位：千円、（ ）内は住民一人当たり。 



<市全体分> 

市全体で見ると、“資産”の総額は、3,016 億 2 千万円となっており、住民一人当たり 538

万円の価値があります。一方で、この資産を形成するために、市債や企業債など 1,008 億 3

千万円(一人当たり 180 万円)の“負債”を抱えています。 

なお、「1.固定負債(1)地方債」及び「2.流動負債(2)翌年度償還予定地方債」を合わせた地

方債残高 915 億円に対し、563 億円については、償還時に地方交付税へ算入されることを

見込んでいます。 

<資産> <負債> 

H21 301,620,240 （5,377） H21 100,828,074 （1,797） 

H20 295,740,499 （5,217） H20 103,827,694 （1,832） 

比較 5,879,741 （160） 比較 ▲2,999,620 （▲35） 

・増：有形固定資産取得 

・減：減価償却 

・他：ソフトウェア変更（増） 

減：市債償還 

<純資産> 

H21 200,792,166 （3,580） 

H20 191,912,805 （3,385） 

比較 8,879,361 （195） 

※単位：千円、（ ）内は住民一人当たり。 

 

▽行政コスト計算書（PL：Profit and Loss statement） 

一年間（4 月 1 日～3 月 31 日）の行政活動のうち資産形成に結びつかない行政サービスに係

るコストと対価として得られた財源を対比したものです。 

 

<普通会計分> 

平成 21 年度に当市が提供した資産形成に結びつかないサービスは 286 億 4 千万円。一

方、住民等から納められた利用料金等の収入が 7 億 7 千万円。差引き 278 億 7 千万円の純

経常行政コストは、地方税や地方交付税などの一般財源などでまかなっています。 

コスト別に見ると、人件費、物件費、減価償却費、補助金等、他会計等への支出額が大

きくなっています。 

 H21 H20 比較 主な増減 

経常費用 28,644,668 27,011,414 1,633,254 
維持補修費、社会保障給付、

補助費等の増 

経常収入 767,861 783,459 ▲15,598 福祉費収入の減 

純経常行政コスト 27,876,807 26,227,955 1,648,852  

住民一人当たり 497 463 34  

※単位：千円 

 

<市全体分> 

市全体で見た場合、普通会計と比較すると社会保障給付が大きく増えています。国民健

康保険事業や老人保健医療事業、後期高齢者医療事業、介護福祉事業による増ですが、一

方で、経常収益として保険料や事業収益などの収益が大きくなっています。 



 H21 H20 比較 主な増減 

経常費用 43,119,157 42,484,891 634,266 
物件費、維持補修費、補助費

等の増 

経常収入 12,759,572 13,129,985 ▲370,413 福祉･環境衛生費収入の減 

純経常行政コスト 30,359,585 29,354,906 1,004,679  

住民一人当たり 541 518 23  

※単位：千円 

 

▽純資産変動計算書（NWM：Net Worth Matrix） 

貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が、一年間でどのように変動したかを表して

いる計算書です。 

 

<普通会計分> 

行政コスト計算書でもあったように、平成 21 年度には 278 億 7 千万円の純経常行政コ

ストがあり、地方税など一般財源 246 億 2 千万円と補助金 80 億 1 千万円を財源としてい

ます。平成 21 年度は地方交付税が前年度より増加したのですが、地方交付税は国へ依存す

る財源であることからコスト超過とならない財政運営が必要です。 

その他残高の内訳として、減価償却に用いるソフトウェアを変更したことにより、算出

方法の違いから 66 億 9 千万円を計上しました。 

 H21 H20 比較 主な増減 

期首純資産残高 155,666,039 153,786,702 1,879,337  

純経常行政ｺｽﾄ ▲27,876,807 ▲26,227,955 ▲1,648,852 行政コスト計算書参照 

財源調達 32,636,266 28,982,206 3,654,060 国県補助金の増 

臨時損益 ▲2,279,313 ▲874,914 ▲1,404,399 災害復旧費の増 

その他 6,736,519 0 6,736,519 減価償却ｿﾌﾄｳｪｱ変更調整 

期末純資産残高 164,882,704 155,666,039 9,216,665  

※単位：千円 

 

<市全体分> 

市全体で見た場合も、傾向は普通会計と同様です。その他残高へは、減価償却のソフト

ウェア変更による算出方法の差 1 億 8 千万円と、地方公営企業の財務書類と総務省方式改

訂モデルとの計上方式の違いの読替による 16 億 6 千万円を計上しました。 

 H21 H20 比較 主な増減 

期首純資産残高 191,912,805 190,701,446 1,211,359  

純経常行政ｺｽﾄ ▲30,359,585 ▲29,354,906 ▲1,004,679 行政コスト計算書参照 

財源調達 34,282,880 31,160,460 3,122,420 国県補助金の増 

臨時損益 ▲2,279,313 ▲914,815 ▲1,364,498 災害復旧費の増 

その他 7,235,379 320,620 6,914,759 公営企業財務書類との調整 

期末純資産残高 200,792,166 191,912,805 8,879,361  

※単位：千円 



▽資金収支計算書（CF：Cash Flow） 

歳計現金の出入り情報を 3 つの区分（経常的収支、公共資産整備収支、投資･財務的収支）に

分けて表示した財務書類です。本市がどのような活動に資金を必要とし、どのような財源を充当

したかが分かります。 

まず、「経常的収支の部」には、人件費や物件費の支出と税収や手数料などの収入を計上して

おり、日常の行政活動による資金収支を表示しています。 

次に、「公共資産整備収支の部」には、いわゆる公共事業に伴う資金の使途とその財源の状況

を表しています。 

最後に、「投資･財務的収支」には、出資・貸付金や借金の返済などの支出とその財源である補

助金や貸付金元金の返済金を計上しており、財務活動による資金の出入りの状況を表しています。 

 

<普通会計分> 

平成 21 年度には、公共資産整備収支として 25 億 3 千万円の支出超過、投資･財務的支出

として 71 億 9 千万円の支出超過、それを経常的収支の部の収入超過分 103 億 2 千万円か

ら補っていることが分かります。結果的に、歳計現金として 6 億円を翌年度の財源として

繰り越すことになりますが、うち 3 億円は繰越事業の財源となっています。 

 H21 H20 比較 主な増減 

経常的収支 10,322,175 8,459,221 1,862,954 地方交付税･国県補助金増 

公共資産整備収支 ▲2,526,038 ▲1,075,394 ▲1,450,644 普通建設事業（単独）増 

投資･財務的収支 ▲7,187,939 ▲6,619,634 ▲568,305 貸付金、積立金増 

当期収支合計 608,198 764,193 ▲155,995  

期首資金残高 1,517,402 753,209 764,193  

期末資金残高 2,125,600 1,517,402 608,198  

※単位：千円 

 

<市全体分> 

市全体で見た場合も、傾向は普通会計と同様です。公共資産整備収支の部及び投資･財務

的支出の部の支出超過を、経常的収支の部の収入超過分で補った結果、歳計現金として 10

億 2 千万円を翌年度の財源として繰り越すことになります。 

 H21 H20 比較 主な増減 

経常的収支 11,823,221 9,740,479 2,080,720 地方交付税･国県補助金増 

公共資産整備収支 ▲2,636,282 ▲1,204,445 ▲1,431,837 建設改良費（単独）増 

投資･財務的収支 ▲8,161,978 ▲7,835,327 ▲326,620 貸付金、積立金増 

翌年度繰上充用金 0 ▲52,350 52,350  

当期収支合計 1,022,961 648,357 374,613  

期首資金残高 11,507,461 10,859,104 648,348  

期末資金残高 12,530,422 11,507,461 1,022,961  

※単位：千円 

 

 

 



▽作成する目的  

・財政状況の情報公開（説明責任） ・民間手法による分かりやすい財務書類の整備･公表 

 ・連結での財務状況公表(地方公営企業･公社･三ｾｸ) 

・公有財産等の適格な管理と活用 ・財産の把握、台帳管理、未利用財産の売却など 

 

▽作成する基準 

①作 成 の 基 準：総務省が公表した「新地方公会計制度実務研究会報告書」（平成 19 年 10

月）のうち、「総務省方式改訂モデル」に基づき作成しました。 

②対象とする会計：普通会計(一般･バス･温泉の各会計)、全会計（普通会計、その他の会計） 

③作 成 基 準 日：平成 21 年度末（平成 22 年 3 月 31 日現在）。出納整理期間（～平成 22

年 5 月 31日）の出納は、基準日までに終了したものとして取り扱いました。 

④有形固定資産：総務省により電算処理された昭和 44 年度以降の地方財政状況調査（決算

統計）の数値をもとに作成し、定額法で減価償却を行いました。なお、病院

事業会計分は、固定資産についてみなし償却処理を行ったデータを使用して

います。 

⑤売却可能資産：普通会計で所有する普通財産のうち売却可能の土地を計上し、売却可能

価額は、固定資産税評価と同様の手法を用いて算定しました。 

⑥回収不能見込額：回収不能見込額は、市税は、過去 5 年間の不能欠損率を基にし、それ以

外の収入は、債権者の破産、所在不明等のものを見込みました｡ 

⑦退職手当引当金：退職手当引当金は、職員一人ごとの積み上げ方式により算出しました。 

 

▽財務書類の科目の説明(主なもの) 

【貸借対照表】 

(1)事業用資産：公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産 

(2)インフラ資産：道路、河川等の社会基盤となる資産 

(3)無形固定資産：長期間使用する目的で所有する資産であって、実体のない資産 

(4)売却可能資産：遊休資産や未利用資産など売却が可能な資産 

(5)投資及び出資金：株式及び財団法人設立の出資金（出えん金）など 

(6)資金：歳計現金、財政調整基金、減債基金など 

(7)未収金：税等の未収金 

(8)退職手当引当金：特別職を含む全職員が仮に年度末に退職した場合の退職手当見込額 

【行政コスト計算書】 

(1)退職手当等引当金繰入等：将来の退職手当のうち当期に発生した分 

(2)物件費：委託料、消耗品費、使用料、賃金、備品購入費など 

(3)他会計への支出：特別会計等他会計への財政支出 

(4)社会保障給付：生活保護費など 

【純資産変動計算書】 

(1)期首純資産残高：前年度末の純資産の額 

(2)純経常行政コスト：行政コスト計算書により算定される数値 

(3)期末純資産残高：今年度末の純資産の額 

【資金収支計算書】 

(1)経常的収支：経常的な行政活動の収支で、(2)(3)の収支に含まれないもの 

(2)公共資産整備収支：公共資産の整備にかかる収支 

(3)投資･財務的収支：地方債の元利償還、発行額などの収支 

(4)基礎的財政収支：公債費の歳入･歳出を除いた基礎的な財政収支(プライマリーバランス) 


