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１ はじめに 

従来の地方公共団体の予算や決算については、地方自治法や財政状況の公表に関する条

例の規定に基づき、様々な形で開示されてきましたが、分かりにくい、全体像が見えにく

いといった点が以前から指摘されてきました。 

平成１８年に施行された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関す

る法律」にて、地方公共団体においても、国に準じて、企業会計の慣行を参考とした貸借

対照表その他の財務書類の整備に取り組むことが明文化されました。 

これを受け、総務省より「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」

が示され、従来の決算書等に加え、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、

資金収支計算書からなる財務書類を作成することとされたことにより、本市ではこの通知

に基づき平成２１年度より「地方公共団体財務書類作成にかかる基準モデル」により、財

務４表を作成してきました。 

その後、総務省において客観性や団体間の比較可能性を担保するため、すべての地方公

共団体において適用できる標準的な基準（統一モデル）が示されたことにより、平成２８

年度決算から統一モデルによる財務書類４表を作成しました。 

 

◎ 統一モデルの特徴 

① 企業会計的手法（発生主義、複式簿記）の導入 

現金主義では見えにくいコスト情報・ストック情報が考慮されることにより、より

実態に近い財政状況の把握が可能となります。 

 

② 固定資産台帳の整備 

近年、道路などのインフラを含む公共施設の老朽化への対応が課題となっている中

で、市の固定資産の情報を正しく管理することで年度における減価償却の費用や施設

の老朽化の度合いが把握でき、公共施設マネジメントへの活用が可能となります。 

 

③ 団体間比較可能性の確保 

全ての団体が統一的な基準に基づき財務書類を作成することで、他団体との比較が

容易になります。 
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２ 財務書類４表の概要 

（１）貸借対照表（ＢＳ） 

貸借対照表は、基準日時点における財政状態（資産、負債、純資産の残高及び内訳）を

表すものです。 

 

○貸借対照表の区分 

資産 

将来世代に引き継ぐ社会資本（学校、公園、道

路など）や現金化することが可能な資産（投資、

基金など）が該当します。 

負債 
地方債や退職手当引当金など、将来の世代が返

済しなければならない債務をいいます。 

純資産 

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。 

資産から負債を差し引いて計算されます。 

 

○ 貸借対照表のイメージ 

【資産】 

 

 

 将来世代に引き継ぐ社会資本など 

【負債】 

 将来世代の負担となるもの 

【純資産】 

 これまでの世代が負担してきたもの 
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（２）行政コスト計算書（ＰＬ） 

１年間の行政運用コストのうち、資産形成につながらない行政サービスに要したコスト

（福祉サービス、下水道管理に係る費用など）を人件費、物件費等、その他の業務費用、

移転費用などに区分して表示するとともに、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、減価償却費や退職手当引当金繰入額

などの非現金コストについても費用の発生として行政コスト計算書に計上しています。 

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、それに臨時損失・臨時利益（資産の売却損益や災害復旧事業費など）を加味

したものが純行政コストです。 

 

○ 費用の区分 

人件費 

行政サービスを行う職員に要するコスト 

例：議員報酬、職員給与、退職手当引当金繰入

額（退職手当引当金の当該年度に新たに発生し

た額）など 

物件費等 

市が消費する物に要するコスト 

例：消耗品費、光熱水費、減価償却費、維持補

修費など 

その他の業務費用 上記以外の業務に関するコスト 

例：市債の償還利子、徴収不能引当金繰入額（市

税などで徴収できないことが見込まれる額） 

移転費用 市から団体などへの支出 

例：補助金、負担金、社会保障給付費（扶助費）、

他会計への繰出金など 

 

○ 収入の区分 

経常収益 使用料、手数料など 
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（３）純資産変動計算書（ＮＷ） 

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、貸借対照表の純資産の部を計算するものです。 

行政コスト計算書から算出された、当年度の純行政コストが当年度の財源によって賄わ

れているかどうかを見ることができます。 

純資産の増加は、これまでの世代の負担によって将来世代も利用可能な資源が蓄積され

たことを意味します。 

純資産の内容は、「固定資産等形成分」と「余剰分（不足分）」に区分しています。「固

定資産等形成分」は、原則として金銭以外の形態（固定資産など）で保有される資産形成

のために充当した資源の蓄積であり、貸借対照表の固定資産の額と流動資産における短期

貸付金及び基金等の合計と一致します。「余剰分（不足分）」は、純資産額において、固

定資産等形成分以外の部分です。 

 

○ 純資産変動計算書の区分 

純行政コスト 行政コスト計算書から算出された純行政コスト。

純資産の減少要素となる。 

財源 財源として調達した税収等、国県支出金などで、

純資産の増加要素となる。 

固定資産等の変動（内部変動） 有形固定資産等の増減を表す。 

資産評価差額 有価証券等の評価差額 

無償所管替等 無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額等 
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（４）資金収支計算書（ＣＦ） 

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たかを表したもので、行政コスト計算書では計上されて

いる減価償却費や退職手当引当金繰入など現実の支出を伴わないものは含まれません。 

 

○ 資金収支計算書の区分 

業務活動収支 行政サービスを行う中で、毎年、継続的に発生する

資金収支を示す。 

投資活動収支 資産形成（学校、道路、公園など）や投資、貸付金

などで発生する資金収支を示す。 

財務活動収支 市債の借入れによる収入と償還による支出の差額を

示す。 

  

（５）財務書類４表の相互関係について 

   財務書類４表には、次のような相関関係があります。 

① 貸借対照表の資産の部の流動資産のうち「現金預金」と資金収支計算書の「本年度

末資金残高」に「本年度末歳計外現金残高」を加えたものが一致します。 

② 貸借対照表の純資産の部の「純資産合計」と純資産変動計算書の「本年度末純資産

残高」が一致します。 

③ 行政コスト計算書の「純行政コスト」と純資産変動計算書の「純行政コスト」が一

致します。 

  

 （参考）財務書類４表相関図 
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３ 一般会計等財務書類４表 

（１）一般会計等貸借対照表         

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 68,897   固定負債 11,812

    有形固定資産 67,793     地方債 9,016

      事業用資産 34,487     長期未払金 -

        土地 23,212     退職手当引当金 2,310

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,211     その他 486

        建物減価償却累計額 -13,694   流動負債 1,565

        工作物 2,419     １年内償還予定地方債 1,070

        工作物減価償却累計額 -1,917     未払金 0

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 190

        航空機 -     預り金 141

        航空機減価償却累計額 -     その他 164

        その他 - 負債合計 13,376

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 255   固定資産等形成分 70,660

      インフラ資産 32,859   余剰分（不足分） -12,717

        土地 6,637

        建物 230

        建物減価償却累計額 -31

        工作物 70,173

        工作物減価償却累計額 -44,182

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 33

      物品 1,046

      物品減価償却累計額 -599

    無形固定資産 396

      ソフトウェア 396

      その他 0

    投資その他の資産 708

      投資及び出資金 36

        有価証券 -

        出資金 36

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 138

      長期貸付金 -

      基金 545

        減債基金 -

        その他 545

      その他 -

      徴収不能引当金 -12

  流動資産 2,422

    現金預金 610

    未収金 54

    短期貸付金 -

    基金 1,763

      財政調整基金 1,590

      減債基金 173

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4 純資産合計 57,943

資産合計 71,319 負債及び純資産合計 71,319

一般会計等貸借対照表
（平成30年3月31日現在）
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平成29年度末の資産の総額は約713億円（市民1人当たり約161万円）、負債の総額は約134

億円（市民1人当たり約30万円）、純資産が約579億円（市民1人当たり約131万円）となって

います。 

資産については、市庁舎や小中学校などの「事業用資産」が約345億円で資産の48.4％、道

路や公園などの「インフラ資産」が約329億円で資産の46.1％となっており、両者を合わせる

と資産のうち約95％を占めることが分かります。 

また、資産の合計に占める負債の割合は、約18.8％となっています。資産合計のうち、約2

割が将来世代の負担となっていることを示しています。負債は将来世代が負担する額である

ため、この割合が高いほど将来世代に負担が先送りされることを意味しますが、割合が低け

ればこれまでの世代の負担が重いことになるため、バランスに留意する必要があります。 

 

○純資産比率（純資産合計/資産合計） ８１．２％ 

※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、将来世代と過去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（純資産合計－インフラ資産）/（資産合計－インフラ資産） ６５．２％       

※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。経済的取引に馴染まないインフラ資産を除くことで厳密な意味で

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。 

 

○社会資本等形成の世代間負担比率（地方債残高/有形固定資産） １４．９％ 

※社会資本等形成の世代間負担比率･･･ 社会資本等（有形固定資産）について、将来の償還

等が必要な負債による形成割合をみることにより、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。 
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（２）一般会計等行政コスト計算書                 

（単位：百万円）

一般会計等行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 14,410

    業務費用 7,715

      人件費 2,508

        職員給与費 2,135

        賞与等引当金繰入額 190

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 183

      物件費等 5,031

        物件費 2,588

        維持補修費 314

        減価償却費 2,129

        その他 -

      その他の業務費用 176

        支払利息 84

        徴収不能引当金繰入額 13

        その他 79

    移転費用 6,695

      補助金等 2,806

      社会保障給付 2,603

      他会計への繰出金 1,283

      その他 3

  経常収益 559

    使用料及び手数料 330

    その他 229

純経常行政コスト 13,851

  臨時損失 182

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 182

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 0

純行政コスト 14,032

    その他 -

  臨時利益 0

    資産売却益 -
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平成29年度の行政活動に要した経常費用は約144億円で、それに対して、施設の使用料など

の行政サービスに係る受益者負担額である経常収益は約6億円となっています。経常費用から

経常収益を差し引いた純経常行政コストは約139億円となっています。純経常行政コストに臨

時損失を加え、臨時利益を控除して算出する純行政コストも140億円となっています。 

経常費用では、他会計への繰出金や扶助費などの「移転費用」が約67億円で全体の46.5％

を占め、次いで、委託料などの「物件費等」が約52億円で全体の36.1％で、「人件費」が約

25億円で全体の17.4％となっています。 

「人件費」において、退職手当引当金繰入額は、退職金の支払いが永年の通常の勤務に対

する代価であることから、通常勤務のコストと考えて、毎年必要な額を引き当てておくもの

です。他方、実際の退職金の支払いは、この引当金から支払われたと考えて、新しい費用は

発生させません。 

 

 

○受益者負担率（経常収益/経常費用） ３．９％  

※受益者負担率･･･ 経常的な行政サービスコストである経常費用に対して、使用料や手数料

などの経常収益がどの程度を占めているかを示す指標で、行政コストのう

ちどの程度の受益者負担がなされているかが示されます。 

 

（３）一般会計等純資産変動計算書                 

（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 59,268 72,181 -12,913

  純行政コスト（△） -14,032 -14,032

  財源 12,690 12,690

    税収等 10,226 10,226

    国県等補助金 2,464 2,464

  本年度差額 -1,342 -1,342

  固定資産等の変動（内部変動） -1,538 1,538

    有形固定資産等の増加 1,103 -1,103

    有形固定資産等の減少 -2,357 2,357

    貸付金・基金等の増加 97 -97

    貸付金・基金等の減少 -381 381

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17 17

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,325 -1,521 196

本年度末純資産残高 57,943 70,660 -12,717

一般会計等純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

 

純資産を減少させるものとして、行政コスト計算書から算出された「純行政コスト」が約

140億円計上されています。純資産を増加させるものとしては、税収や国や県からの補助金な

どから成る「財源」で約127億円が計上されています。 

「財源」と「純行政コスト」の差額である「本年度差額」は約13億円のマイナスでした。

このマイナスは、当期の費用を当期の収入で補うことができず、負担を将来世代へ先送りし

たことになります。今後、経済状況の悪化により税収が減少することも考えられますので、

さらなる事務事業の見直し等を行い、健全な財政運営をしていきます。 



 - 10 -

（４）一般会計等資金収支計算書                   

（単位：百万円）

一般会計等資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 12,269

    業務費用支出 5,571

      人件費支出 2,505

      物件費等支出 2,902

      支払利息支出 84

      その他の支出 79

    移転費用支出 6,698

      補助金等支出 2,810

      社会保障給付支出 2,603

      他会計への繰出支出 1,283

      その他の支出 3

  業務収入 13,176

    税収等収入 10,236

    国県等補助金収入 2,381

    使用料及び手数料収入 331

    その他の収入 229

  臨時支出 11

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 11

  臨時収入 0

業務活動収支 897

【投資活動収支】

  投資活動支出 937

    公共施設等整備費支出 895

    基金積立金支出 1

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 40

    その他の支出 -

  投資活動収入 449

    国県等補助金収入 83

    基金取崩収入 268

    貸付金元金回収収入 40

    資産売却収入 58

    その他の収入 -

投資活動収支 -488

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,229

    地方債償還支出 1,101

    その他の支出 128

  財務活動収入 755

    地方債発行収入 755

前年度末歳計外現金残高 138

本年度歳計外現金増減額 3

本年度末歳計外現金残高 141

本年度末現金預金残高 610

    その他の収入 -

財務活動収支 -474

本年度資金収支額 -65

前年度末資金残高 534

本年度末資金残高 469
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業務活動収支は、市の経常的な活動に伴い、継続的に発生する資金の収支のほか、投資活

動収支や財務活動収支に該当しない臨時的な資金の収支が含まれます。費用として処理され

る人件費や物件費等の業務費用や移転費用に対応する支出と財源や収益などの収入との関係

です。平成29年度は約9億円のプラスとなりました。 

投資活動収支は、資本形成のための活動に伴い、臨時・特別に発生する資金の収支を表し

ます。平成29年度は約5億円のマイナスとなりました。 

財務活動収支は主に市債の元利償還額と新規発行額との差額です。償還額が発行額を上回

ることを意味するマイナスになったほうが良いとされ、平成29年度は約5億円のマイナスとな

りました。 

平成29年度の年度末残高は約1億円の減少となっていますが、これは財務活動収支のマイナ

ス、すなわち市債の残高の減少が主な要因です。これらを総合しますと、経常的収支の余り

の範囲内で公共資産を整備し、さらに余った分で市債の償還を行うという理想的な形になり

ました。 

 

４ 全体会計財務書類４表 

（１）対象会計範囲 

 本市の対象会計範囲は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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、平成31年度まで公営企業会

計への移行期間であるため、統一的な基準による財務書類の作成を要しないこととされ

ており、ここでは対象会計に含みません。 

 

 

 

 

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 

 

※農業集落排水事業特別会計 

公共下水道事業特別会計 

一
般
会
計
等

 

全 

体 

会 

計 
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（２）全体会計貸借対照表                      

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 69,188   固定負債 11,812

    有形固定資産 67,793     地方債 9,016

      事業用資産 34,487     長期未払金 -

        土地 23,212     退職手当引当金 2,310

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,211     その他 486

        建物減価償却累計額 -13,694   流動負債 1,566

        工作物 2,419     １年内償還予定地方債 1,070

        工作物減価償却累計額 -1,917     未払金 2

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 191

        航空機 -     預り金 141

        航空機減価償却累計額 -     その他 164

        その他 - 負債合計 13,378

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 255   固定資産等形成分 70,951

      インフラ資産 32,859   余剰分（不足分） -12,301

        土地 6,637

        建物 230

        建物減価償却累計額 -31

        工作物 70,173

        工作物減価償却累計額 -44,182

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 33

      物品 1,046

      物品減価償却累計額 -599

    無形固定資産 430

      ソフトウェア 430

      その他 0

    投資その他の資産 965

      投資及び出資金 36

        有価証券 -

        出資金 36

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 343

      長期貸付金 -

      基金 608

        減債基金 -

        その他 608

      その他 -

      徴収不能引当金 -22

  流動資産 2,840

    現金預金 980

    未収金 106

    短期貸付金 -

    基金 1,763

      財政調整基金 1,590

      減債基金 173

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -8 純資産合計 58,650

資産合計 72,028 負債及び純資産合計 72,028

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）
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平成29年度末の資産の総額は約720億円（市民1人当たり約163万円）、負債の総額は約134

億円（市民1人当たり約30万円）、純資産が約587億円（市民1人当たり約132万円）となって

います。 

資産については、市庁舎や小中学校などの「事業用資産」が約345億円で資産の47.9％、公

園や道路などの「インフラ資産」が約329億円で資産の45.6％となっており、両者を合わせる

と資産のうち約94％を占めていることがわかります。 

負債については、翌年度償還予定額を含めた「地方債」が約101億円で負債全体の75.4％を

占めています。 

一般会計等貸借対照表と比較すると、資産合計及び純資産合計が約7億円の増加となってお

り、負債合計はほぼ同じとなっています。 

 

○純資産比率(純資産合計/資産合計) ８１．４％  

 

○実質純資産比率（純資産合計－インフラ資産）/（資産合計－インフラ資産） ６５．８％ 

 

○社会資本形成の世代間比率（地方債残高/有形固定資産） １４．９％ 
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（３）全体会計行政コスト計算書                 

（単位：百万円）

全体行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 21,617

    業務費用 7,928

      人件費 2,512

        職員給与費 2,138

        賞与等引当金繰入額 191

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 183

      物件費等 5,187

        物件費 2,735

        維持補修費 314

        減価償却費 2,138

        その他 -

      その他の業務費用 229

        支払利息 84

        徴収不能引当金繰入額 26

        その他 119

    移転費用 13,689

      補助金等 5,163

      社会保障給付 8,072

      他会計への繰出金 451

      その他 3

  経常収益 603

    使用料及び手数料 330

    その他 272

純経常行政コスト 21,014

  臨時損失 182

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 182

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 0

純行政コスト 21,196

    その他 -

  臨時利益 0

    資産売却益 -
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平成29年度の行政活動に要した経常費用は約216億円で、それに対して、施設の使用料など

の行政サービスに係る受益者負担額である経常収益は約6億円となっています。経常費用から

経常収益を差し引いた純経常行政コストは約210億円となっています。 

経常費用では、「移転費用」が約137億円で全体の63.3％を占めています。 

一般会計等行政コスト計算書と比較すると、移転費用が約70億円の増加となりました。こ

れは、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計の保険給付費

等があるためです。 

 

（４）全体会計純資産変動計算書                 

（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 59,872 72,487 -12,615

  純行政コスト（△） -21,196 -21,196

  財源 19,957 19,957

    税収等 15,344 15,344

    国県等補助金 4,613 4,613

  本年度差額 -1,239 -1,239

  固定資産等の変動（内部変動） -1,553 1,553

    有形固定資産等の増加 1,118 -1,118

    有形固定資産等の減少 -2,366 2,366

    貸付金・基金等の増加 157 -157

    貸付金・基金等の減少 -462 462

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17 17

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,222 -1,537 315

本年度末純資産残高 58,650 70,951 -12,301

全体純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

 

純資産を減少させるものとして、行政コスト計算書から算出された「純行政コスト」が約

212億円計上されています。純資産を増加させるものとしては、税収や国や県からの補助金な

どから成る「財源」で約200億円が計上されています。 

「財源」と「純行政コスト」の差額である「本年度差額」は約12億円のマイナスでした。

このマイナスは、当期の費用を当期の収入で補うことができず、負担を将来世代へ先送りし

たことになります。 

一般会計等純資産変動計算書と比較すると、「純行政コスト」は約72億円増加（絶対値）

していますが、「財源」も約73億円増加しています。 
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（５）全体会計資金収支計算書 

（単位：百万円）

全体資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 19,455

    業務費用支出 5,763

      人件費支出 2,509

      物件費等支出 3,049

      支払利息支出 84

      その他の支出 120

    移転費用支出 13,692

      補助金等支出 5,166

      社会保障給付支出 8,072

      他会計への繰出支出 451

      その他の支出 3

  業務収入 20,494

    税収等収入 15,375

    国県等補助金収入 4,515

    使用料及び手数料収入 331

    その他の収入 273

  臨時支出 11

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 11

  臨時収入 0

業務活動収支 1,028

【投資活動収支】

  投資活動支出 952

    公共施設等整備費支出 911

    基金積立金支出 1

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 40

    その他の支出 -

  投資活動収入 464

    国県等補助金収入 98

    基金取崩収入 268

    貸付金元金回収収入 40

    資産売却収入 58

    その他の収入 -

投資活動収支 -488

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,229

    地方債償還支出 1,101

    その他の支出 128

  財務活動収入 755

    地方債発行収入 755

前年度末歳計外現金残高 138

本年度歳計外現金増減額 3

本年度末歳計外現金残高 141

本年度末現金預金残高 980

    その他の収入 -

財務活動収支 -474

本年度資金収支額 66

前年度末資金残高 773

本年度末資金残高 839
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一般会計等資金収支計算書と比較すると、業務活動収支は約1.3億円の増加となっています。

業務活動収支の増加の主な要因は、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介

護保険特別会計の保険給付費等によるものです。 

 

５ 連結会計財務書類４表 

（１）対象会計範囲 

 本市の対象会計範囲は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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、平成31年度まで公営企業会

計への移行期間であるため、統一的な基準による財務書類の作成を要しないこととされ

ており、ここでは対象会計に含みません。 

 

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 

 

※農業集落排水事業特別会計 

公共下水道事業特別会計 

一
般
会
計
等

 

全 

体 

会 

計 

連 

結 

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 
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（２）連結会計貸借対照表 

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 79,830   固定負債 15,988

    有形固定資産 77,600     地方債等 9,803

      事業用資産 36,043     長期未払金 -

        土地 23,916     退職手当引当金 3,004

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,016     その他 3,181

        建物減価償却累計額 -14,678   流動負債 1,919

        工作物 2,453     １年内償還予定地方債等 1,210

        工作物減価償却累計額 -1,921     未払金 139

        船舶 2     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1     前受金 5

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 245

        航空機 -     預り金 143

        航空機減価償却累計額 -     その他 177

        その他 - 負債合計 17,907

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 255   固定資産等形成分 81,968

      インフラ資産 40,178   余剰分（不足分） -15,634

        土地 6,908   他団体出資等分 -

        建物 1,196

        建物減価償却累計額 -514

        工作物 82,601

        工作物減価償却累計額 -50,056

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 44

      物品 3,238

      物品減価償却累計額 -1,860

    無形固定資産 433

      ソフトウェア 431

      その他 2

    投資その他の資産 1,797

      投資及び出資金 36

        有価証券 0

        出資金 36

        その他 -

      長期延滞債権 349

      長期貸付金 -

      基金 1,434

        減債基金 -

        その他 1,434

      その他 -

      徴収不能引当金 -22

  流動資産 4,411

    現金預金 1,968

    未収金 303

    短期貸付金 -

    基金 2,138

      財政調整基金 1,965

      減債基金 173

    棚卸資産 10

    その他 1

    徴収不能引当金 -9

  繰延資産 - 純資産合計 66,334

資産合計 84,241 負債及び純資産合計 84,241

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）
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（３）連結会計行政コスト計算書 

会計：連結会計 （単位：百万円）

    資産売却益 0

    その他 2

純行政コスト 24,834

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 0

  臨時利益 2

  臨時損失 182

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 182

    使用料及び手数料 1,480

    その他 367

純経常行政コスト 24,654

      社会保障給付 12,538

      その他 24

  経常収益 1,846

      他会計への繰出金 451

        その他 209

    移転費用 16,317

      補助金等 3,305

      その他の業務費用 350

        支払利息 115

        徴収不能引当金繰入額 26

        維持補修費 396

        減価償却費 2,593

        その他 0

        その他 195

      物件費等 6,589

        物件費 3,601

        職員給与費 2,798

        賞与等引当金繰入額 243

        退職手当引当金繰入額 7

  経常費用 26,500

    業務費用 10,183

      人件費 3,244

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額
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（４）連結会計純資産変動計算書 

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 67,341 83,505 -16,164 -

  純行政コスト（△） -24,834 -24,834 -

  財源 23,795 23,795 -

    税収等 15,475 15,475 -

    国県等補助金 8,320 8,320 -

  本年度差額 -1,040 -1,040 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,569 1,569

    有形固定資産等の増加 1,464 -1,464

    有形固定資産等の減少 -2,827 2,827

    貸付金・基金等の増加 256 -256

    貸付金・基金等の減少 -462 462

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17 17

  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 11 15 -4 -

  その他 5 - 5

  本年度純資産変動額 -1,007 -1,537 531 -

本年度末純資産残高 66,334 81,968 -15,634 -

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日
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（５）連結会計資金収支計算書 

会計：連結会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 140

本年度歳計外現金増減額 2

本年度末歳計外現金残高 143

本年度末現金預金残高 1,968

      他会計への繰出支出 451

財務活動収支 -616

本年度資金収支額 111

前年度末資金残高 1,716

比例連結割合変更に伴う差額 -1

本年度末資金残高 1,825

    地方債等償還支出 1,242

    その他の支出 129

  財務活動収入 755

    地方債等発行収入 755

    その他の収入 -

    資産売却収入 58

    その他の収入 50

投資活動収支 -837

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,371

    その他の支出 -

  投資活動収入 514

    国県等補助金収入 98

    基金取崩収入 268

    貸付金元金回収収入 40

  投資活動支出 1,351

    公共施設等整備費支出 1,257

    基金積立金支出 54

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 40

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 12

  臨時収入 2

業務活動収支 1,564

【投資活動収支】

    税収等収入 15,419

    国県等補助金収入 8,201

    使用料及び手数料収入 1,485

    その他の収入 348

  臨時支出 12

    移転費用支出 16,321

      補助金等支出 3,309

      社会保障給付支出 12,538

      その他の支出 24

  業務収入 25,453

    業務費用支出 7,559

      人件費支出 3,246

      物件費等支出 3,994

      支払利息支出 115

      その他の支出 204

連結資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 23,880
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