
南砺市の平成 22年度末における財務書類の公表について

平成 23 年 11 月 2 日

南砺市総務部財政課

このたび、当市の平成 22 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

H22 55,415 人(H23.3.31 現在)、H21 56,097 人(H22.3.31 現在)

■財務諸表の説明と平成 22 年度末での状況

▽貸借対照表（BS：Balance Sheet）
当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 22 度末現在における当市の“資産”の総額は、2,155 億円となっており、住民一人

当たり 389 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 482 億

2 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。“資産”に対する“純資産”の割合は

78％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>

H22 215,503,195 （3,889） H22 48,215,392 （870）
H21 213,764,562 （3,811） H21 48,881,858 （872）
比較 1,738,633 （78） 比較 ▲666,466 （▲2）

・増：有形固定資産取得、基金増額

・減：減価償却

減：市債償還

<純資産>

H22 167,287,803 （3,019）
H21 164,882,704 （2,939）
比較 2,405,099 （80）

※単位：千円、（ ）内は住民一人当たり。



<市全体分> 

市全体でみると、“資産”の総額は、2,999 億円となっており、住民一人当たり 541 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 959 億 9 千万

円(一人当たり 173 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 873 億円に対し、562 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>

H22 299,897,154 （5,412） H22 95,992,096 （1,732）
H21 301,620,240 （5,377） H21 100,828,074 （1,797）
比較 ▲1,723,086 （35） 比較 ▲4,835,978 （▲65）

・増：有形固定資産取得

・減：減価償却

減：市債償還

<純資産>

H22 203,905,058 （3,680）
H21 200,792,166 （3,580）
比較 3,112,892 （100）

※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22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290億1千万円。一方、

住民等から納められた利用料金等の収入が 7 億 1 千万円。差引き 283 億円の純経常行政コ

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。

コスト別にみると、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。

 H22 H21 比較 主な増減

経常費用 29,013,058 28,644,668 368,390 維持補修費、社会保障給付等

の増

経常収入 709,308 767,861 ▲58,553 福祉費収入の減

純経常行政コスト 28,303,750 27,876,807 426,943
住民一人当たり 511 497 14

※単位：千円

<市全体分> 

市全体でみた場合、普通会計と比較すると、経常費用は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。経常収入は事業収益が大きくなっています。

 H22 H21 比較 主な増減

経常費用 43,191,180 43,119,157 72,023 維持補修費、社会保障給付等

の増

経常収入 12,577,508 12,759,572 ▲182,064 福祉･環境衛生費収入の減

純経常行政コスト 30,613,672 30,359,585 254,087
住民一人当たり 552 541 11

※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 22 年度には 283 億円の純経常行政コストがあ

り、地方税など一般財源 237 億 4 千万円と補助金 65 億 9 千万円を財源としています。平

成 22 年度は地方交付税が前年度より増加したのですが、税収の減により、財源調達全体と

しては減少しており、コスト超過とならない財政運営が必要です。

 H22 H21 比較 主な増減

期首純資産残高 164,882,704 155,666,039 9,216,665
純経常行政ｺｽﾄ ▲28,303,750 ▲27,876,807 ▲426,943 行政コスト計算書参照

財源調達 30,328,282 32,636,266 ▲2,307,984 国県補助金、税収の減

臨時損益 ▲238,933 ▲2,279,313 2,040,380 災害復旧費の減

その他 619,500 6,736,519 ▲6,117,019 減価償却ｿﾌﾄｳｪｱ変更等

期末純資産残高 167,287,803 164,882,704 2,405,099
※単位：千円

<市全体分> 

市全体でみた場合も、傾向は普通会計と同様です。

 H22 H21 比較 主な増減

期首純資産残高 200,792,166 191,912,805 8,879,361
純経常行政ｺｽﾄ ▲30,613,672 ▲30,359,585 ▲254,087 行政コスト計算書参照

財源調達 31,935,051 34,282,880 ▲2,347,829 国県補助金、税収の減

臨時損益 ▲238,933 ▲2,279,313 2,040,380 災害復旧費の減

その他 2,030,446 7,235,379 ▲5,204,933 公営企業財務書類との調整

期末純資産残高 203,905,058 200,792,166 3,112,892
※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 22 年度は、公共資産整備収支として 27 億 6 千万円の支出超過、投資･財務的支出と

して 80 億 2 千万円の支出超過、それを経常的収支の部の収入超過分 106 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 1 億円 6 千万円の支出超過とな

っています。

 H22 H21 比較 主な増減

経常的収支 10,622,300 10,322,175 300,125 地方交付税増

公共資産整備収支 ▲2,758,839 ▲2,526,038 ▲232,801 普通建設事業増

投資･財務的収支 ▲8,022,289 ▲7,187,939 ▲834,350 積立金増

当期収支合計 ▲158,828 608,198 ▲767,206
期首資金残高 2,125,600 1,517,402 608,198
期末資金残高 1,966,772 2,125,600 ▲158,828

※単位：千円

<市全体分> 

市全体でみた場合は、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 15 億 8 千万円を翌年度の財源と

して繰り越すことになります。

 H22 H21 比較 主な増減

経常的収支 12,150,933 11,823,221 327,712 地方交付税増

公共資産整備収支 ▲2,916,166 ▲2,636,282 ▲279,884 建設改良費増

投資･財務的収支 ▲7,656,582 ▲8,163,978 507,396 貸付金、起債償還金減

当期収支合計 1,578,185 1,022,961 555,224
期首資金残高 12,530,422 11,507,461 1,022,961
期末資金残高 14,108,607 12,530,422 1,578,185

※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 22 年度末（平成 23 年 3 月 31 日現在）。出納整理期間（～平成 23
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) 


