
平成28年度　弥富市財務４表の概要

（単位：百万円）

借　方 金　額 金　額
【資産の部】
　有形固定資産 68,923 12,091
　　事業用資産 34,761 9,330
　　インフラ資産 33,895 2,314
　　物品 266 448
　無形固定資産 504 1,549
　投資及び出資金 36 1,101
　基金 2,575 0
　未収金・貸付金 199 187
　現金預金 672 138
　棚卸資産 - 122
　その他 - 13,640

59,268
資 産 合 計 72,908 72,908

（単位：百万円） （単位：百万円）

金　額 金　額
14,342 60,320
7,815 △ 13,800
2,481 12,747
5,334 10,169 （単位：百万円）
2,006 2,579 金　額
6,527 △ 1,053 820
2,764 - △ 284
2,541 0 △ 643
1,221 - △ 107

1 △ 1,052 3
565 59,268 776

13,777 672
24
0

13,800

※農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計は、公営企業会計への移行期間であるため対象にしていません。

(注)　財務４表の作成に当たっては、各項目の表示単価未満を原則四捨五入して表示しているため、内容と合計が一致しない場合があります。

前年度末現金預金残高
本年度末現金預金残高

業務活動収支
科　　　目

投資活動収支
財務活動収支
本年度資金収支額
本年度歳計外現金増減額

本年度末純資産残高

　　国県等補助金
　本年度差額
　資産評価差額
　無償所管換等
　その他
　本年度純資産変動額

負債及び純資産合計

科　　　目
前年度末純資産残高
　純行政コスト
　財源
　　税収等

　　1年内償還予定地方債
　　未払金

負 債 合 計
【純資産の部】

純資産合計

　　賞与等引当金
　　預り金
　　その他

貸　方

　固定負債
　　地方債
　　退職手当引当金
　　その他
　流動負債

【負債の部】

科　　　目
経常費用
　業務費用
　　人件費
　　物件費等・その他の業務費用
　　　うち減価償却費

純経常行政コスト
臨時損失
臨時利益
純行政コスト

　移転費用
　　補助金等
　　社会保障給付
　　他会計への繰出金
　　その他
経常収益

  貸借対照表は、基準日時点における財政状態（資産、負債及び純資産の残高）を表すものです。 

  資産は、将来の収益を生み出すために保有する財産を、負債は、将来の世代が返済しなければならない債務を、純資産は、これまでの 

世代によって獲得された余剰（又は欠損）の蓄積残高をいいます。 

貸借対照表 

行政コスト計算書 

  資産形成につながらない行政サービスに要したコストと、それらの 

行政サービスの対価としての使用料、手数料などの収入を表示した 

ものです。 

  従来の現金主義会計のもとでは、把握できなかった減価償却費な 

どの非現金コストについても計上しています。 

  経常費用合計から経常収益合計を差し引いたものが、当該年度の 
純経常行政コストとして把握されます。 

純資産変動計算書 

 純資産変動計算書は、１年間に弥富市の純資産が、どの 

ような財源や要因で増減したかを明らかにするものです。 

 具体的には、貸借対照表の純資産の部を計算するもので 
す。 

  本市はこれまで「基準モデル」により4つの財務書類(注)を作成してきましたが平成28年度決算分か

ら団体間の比較可能性や客観性の観点に基づき国から示された「統一モデル」により作成しました。 

(注)４つの財務書類 

  財務書類は、ストック情報(資産・負債・純資産の期末残高)を表す「①貸借対照表(バランスシート)」

と、フロー情報(期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動)を表す「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」の４つで構成されています。 

市の資産と負債の状況 

○市民１人当たりの資産と負債(平成29年3月31日現在人口：44,333人) 

  資 産   １，６４４，５５４円 

  負 債     ３０７，６７１円 

 

○純資産比率   ８１．３％ 

 ※純資産比率・・・ 総資産のうち、純資産の占める割合を示します。負債は、将来世代の負担と 

                         考えることができることから、将来世代とこれまでの世代との負担割合を示すと 

                         いうことができます。純資産比率が高いほど、将来世代の負担軽減が図られて 

                         いるということがいえます。 

 

○実質純資産比率   ６５．０％ 

 ※実質純資産比率・・・ 純資産比率の分母・分子からそれぞれインフラ資産を控除して算出しま 

               す。厳密な意味での財務の安全性を示しており、高ければ高いほど良好 

               な財務状態ということがいえます。 

 

○社会資本形成の世代間比率   １５．１％ 

  ※社会資本形成の世代間比率・・・ 社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形 

                       成割合を算出することにより、社会資本等の形成に係る将来 

                       世代の負担の比重をみることができます。この比率が低いほ 

                       ど将来世代への負担分が少ないといえます。 

 

資金収支計算書 

  １年間の現金の流れを示すものです。 

  現金の性質に応じて、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分され 
ており、どのような活動に資金を必要としているかを表したものです。 

  

一般会計等 

財務４表の連結範囲 

一般会計等 

一般会計 
土地取得特別会計 

国民健康保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 
介護保険特別会計   

全体会計※ 
海部南部水道企業団 愛知県後期高齢者医療広域連合 愛知県市町村職員退職手当組合 

海部地区環境事務組合 海部南部消防組合 海部地区急病診療所組合 

海部地区水防事務組合 海部南部広域事務組合 

連結会計 



平成28年度　弥富市財務４表の概要

（単位：百万円）

借　方 金　額 金　額
【資産の部】
　有形固定資産 68,923 12,091
　　事業用資産 34,761 9,330
　　インフラ資産 33,895 2,314
　　物品 266 448
　無形固定資産 532 1,550
　投資及び出資金 36 1,101
　基金 2,637 1
　未収金・貸付金 475 187
　現金預金 911 138
　棚卸資産 - 122
　その他 - 13,641

59,872
資 産 合 計 73,513 73,513

（単位：百万円） （単位：百万円）

金　額 金　額
21,419 60,866
7,996 △ 20,834
2,485 19,840
5,511 15,244 （単位：百万円）
2,015 4,596 金　額

13,423 △ 994 927
10,472 - △ 266
2,541 0 △ 643

410 - 18
1 △ 994 3

608 59,872 890
20,811 911

24
0

20,834

※農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計は、公営企業会計への移行期間であるため対象にしていません。

(注)　財務４表の作成に当たっては、各項目の表示単価未満を原則四捨五入して表示しているため、内容と合計が一致しない場合があります。

臨時損失
臨時利益
純行政コスト

経常収益 本年度末純資産残高 前年度末現金預金残高
純経常行政コスト 本年度末現金預金残高

　　他会計への繰出金 　その他 本年度資金収支額
　　その他 　本年度純資産変動額 本年度歳計外現金増減額

　　補助金等 　資産評価差額 投資活動収支
　　社会保障給付 　無償所管換等 財務活動収支

　　物件費等・その他の業務費用 　　税収等
　　　うち減価償却費 　　国県等補助金 科　　　目
　移転費用 　本年度差額 業務活動収支

経常費用 前年度末純資産残高
　業務費用 　純行政コスト
　　人件費 　財源

負 債 合 計
【純資産の部】

純資産合計
負債及び純資産合計

科　　　目 科　　　目

　流動負債
　　1年内償還予定地方債
　　未払金
　　賞与等引当金
　　預り金
　　その他

貸　方
【負債の部】
　固定負債
　　地方債
　　退職手当引当金
　　その他

  貸借対照表は、基準日時点における財政状態（資産、負債及び純資産の残高）を表すものです。 

  資産は、将来の収益を生み出すために保有する財産を、負債は、将来の世代が返済しなければならない債務を、純資産は、これまでの 

世代によって獲得された余剰（又は欠損）の蓄積残高をいいます。 

貸借対照表 

行政コスト計算書 

  資産形成につながらない行政サービスに要したコストと、それらの 

行政サービスの対価としての使用料、手数料などの収入を表示した 

ものです。 

  従来の現金主義会計のもとでは、把握できなかった減価償却費な 

どの非現金コストについても計上しています。 

  経常費用合計から経常収益合計を差し引いたものが、当該年度の 
純経常行政コストとして把握されます。 

純資産変動計算書 

 純資産変動計算書は、１年間に弥富市の純資産が、どの 

ような財源や要因で増減したかを明らかにするものです。 

 具体的には、貸借対照表の純資産の部を計算するもので 
す。 

  本市はこれまで「基準モデル」により4つの財務書類(注)を作成してきましたが平成28年度決算分か

ら団体間の比較可能性や客観性の観点に基づき国から示された「統一モデル」により作成しました。 

(注)４つの財務書類 

  財務書類は、ストック情報(資産・負債・純資産の期末残高)を表す「①貸借対照表(バランスシート)」

と、フロー情報(期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動)を表す「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」の４つで構成されています。 

市の資産と負債の状況 

○市民１人当たりの資産と負債(平成29年3月31日現在人口：44,333人) 

  資 産   １，６５８，２００円 

  負 債     ３０７，６９４円 

 

○純資産比率   ８１．４％ 

 ※純資産比率・・・ 総資産のうち、純資産の占める割合を示します。負債は、将来世代の負担と 

                         考えることができることから、将来世代とこれまでの世代との負担割合を示すと 

                         いうことができます。純資産比率が高いほど、将来世代の負担軽減が図られて 

                         いるということがいえます。 

 

○実質純資産比率   ６５．６％ 

 ※実質純資産比率・・・ 純資産比率の分母・分子からそれぞれインフラ資産を控除して算出しま 

               す。厳密な意味での財務の安全性を示しており、高ければ高いほど良好 

               な財務状態ということがいえます。 

 

○社会資本形成の世代間比率   １５．１％ 

  ※社会資本形成の世代間比率・・・ 社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形 

                       成割合を算出することにより、社会資本等の形成に係る将来 

                       世代の負担の比重をみることができます。この比率が低いほ 

                       ど将来世代への負担分が少ないといえます。 

 

資金収支計算書 

  １年間の現金の流れを示すものです。 

  現金の性質に応じて、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分され 
ており、どのような活動に資金を必要としているかを表したものです。 

財務４表の連結範囲 

一般会計等 

一般会計 
土地取得特別会計 

国民健康保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 
介護保険特別会計   

全体会計※ 

  

全体会計 

海部南部水道企業団 愛知県後期高齢者医療広域連合 愛知県市町村職員退職手当組合 

海部地区環境事務組合 海部南部消防組合 海部地区急病診療所組合 

海部地区水防事務組合 海部南部広域事務組合 

連結会計 



平成28年度　弥富市財務４表の概要

（単位：百万円）

借　方 金　額 金　額
【資産の部】
　有形固定資産 78,820 16,469
　　事業用資産 36,338 10,256
　　インフラ資産 41,210 3,000
　　物品 1,271 3,213
　無形固定資産 535 1,880
　投資及び出資金 36 1,242
　基金 3,750 123
　未収金・貸付金 682 239
　現金預金 1,856 140
　棚卸資産 10 135
　その他 1 18,348

67,341
資 産 合 計 85,689 85,689

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　額 金　額 金　額
26,178 67,980 1,453
10,247 △ 24,239 △ 597
3,199 23,591 △ 819
7,047 15,367 36
2,465 8,224 3

15,931 △ 648 1,816
8,643 - 1,856
6,858 0

410 9
21 △ 639

1,957 67,341
24,221

24
5

24,239

※農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計は、公営企業会計への移行期間であるため対象にしていません。

(注)　財務４表の作成に当たっては、各項目の表示単価未満を原則四捨五入して表示しているため、内容と合計が一致しない場合があります。

臨時損失
臨時利益
純行政コスト

純経常行政コスト

本年度末現金預金残高

　　他会計への繰出金 　その他
　　その他 　本年度純資産変動額

本年度歳計外現金増減額

　　補助金等 　資産評価差額

経常収益 本年度末純資産残高

前年度末現金預金残高

投資活動収支

　　社会保障給付 　無償所管換等

財務活動収支
　　物件費等・その他の業務費用 　　税収等
　　　うち減価償却費 　　国県等補助金

本年度資金収支額

科　　　目

　移転費用 　本年度差額

業務活動収支経常費用 前年度末純資産残高
　業務費用 　純行政コスト
　　人件費 　財源

負 債 合 計
【純資産の部】

純資産合計
負債及び純資産合計

科　　　目 科　　　目

　流動負債
　　1年内償還予定地方債
　　未払金
　　賞与等引当金
　　預り金
　　その他

貸　方
【負債の部】
　固定負債
　　地方債
　　退職手当引当金
　　その他

  貸借対照表は、基準日時点における財政状態（資産、負債及び純資産の残高）を表すものです。 

  資産は、将来の収益を生み出すために保有する財産を、負債は、将来の世代が返済しなければならない債務を、純資産は、これまでの 

世代によって獲得された余剰（又は欠損）の蓄積残高をいいます。 

貸借対照表 

行政コスト計算書 

  資産形成につながらない行政サービスに要したコストと、それらの 

行政サービスの対価としての使用料、手数料などの収入を表示した 

ものです。 

  従来の現金主義会計のもとでは、把握できなかった減価償却費な 

どの非現金コストについても計上しています。 

  経常費用合計から経常収益合計を差し引いたものが、当該年度の 
純経常行政コストとして把握されます。 

純資産変動計算書 

 純資産変動計算書は、１年間に弥富市の純資産が、どの 

ような財源や要因で増減したかを明らかにするものです。 

 具体的には、貸借対照表の純資産の部を計算するもので 
す。 

  本市はこれまで「基準モデル」により4つの財務書類(注)を作成してきましたが平成28年度決算分か

ら団体間の比較可能性や客観性の観点に基づき国から示された「統一モデル」により作成しました。 

(注)４つの財務書類 

  財務書類は、ストック情報(資産・負債・純資産の期末残高)を表す「①貸借対照表(バランスシート)」

と、フロー情報(期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動)を表す「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」の４つで構成されています。 

資金収支計算書 

  １年間の現金の流れを示すものです。 

 現金の性質に応じて、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分され 

ており、どのような活動に資金を必要としているかを表したものです。 

  

連結会計 

財務４表の連結範囲 

一般会計等 

一般会計 
土地取得特別会計 

国民健康保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 
介護保険特別会計   

全体会計※ 
海部南部水道企業団 愛知県後期高齢者医療広域連合 愛知県市町村職員退職手当組合 

海部地区環境事務組合 海部南部消防組合 海部地区急病診療所組合 

海部地区水防事務組合 海部南部広域事務組合 

連結会計 


