
物件費等 1,793,616

その他の業務費用 81,045

移転費用 2,269,720

(単位：千円)

科目 金額

経常費用 5,131,715

業務費用 2,861,995

人件費 987,334

補助金等 1,197,359

社会保障給付費 849,314

他会計への繰出金 221,411

その他の業務費用 1,636

経常収益

臨時損失 199,708

臨時利益 43

純行政コスト 5,062,208

269,172
住民一人当たりのコスト 379千円使用料及び手数料 123,609

その他の業務費用 145,564
　住民一人当たりどれくらいの行政コストがかかっているのかを表して
います。
（住民一人当たり行政コスト=純行政コスト（5,062,208千円）÷人口
（13,365人）【令和2年1月1日時点の人口】）

純経常行政コスト 4,862,543

税収等 3,533,581
国県等補助金 1,421,751

本年度差額

(単位：千円)

科目 金額

前年度末純資産残高 18,609,718

△ 106,876
固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少

純行政コスト（△） △ 5,062,208
財源 4,955,332

純資産比率 76.38%貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少

　資産総額に占める純資産の割合です。現世代まででどのくらい支払い
が完了しているかを示す指標です。
（純資産比率=純資産総額（18,648,687千円）÷資産総額
（24,415,043千円））

資産評価差額 -

(単位：千円) 本年度末純資産残高 18,648,687
科目 金額 科目 金額

無償所管替等 △ 38,871
その他 184,717

本年度純資産変動額 38,970

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 23,132,805 固定負債 5,210,404

有形固定資産 21,081,640 地方債 4,102,950 (単位：千円)

事業用資産 9,091,648 長期未払金 -
科目 金額

無形固定資産 5,147 その他 88,427 業務支出 4,367,988

インフラ資産 11,852,042 退職手当引当金 1,019,027

物品 137,950 損失補償等引当金 - 【業務活動収支】

流動資産 1,282,237 1年内償還予定地方債 387,773 臨時支出 132,762
現金預金 354,891 未払金

投資その他の資産 2,046,018 流動負債 555,951 業務収入 4,697,349

- 臨時収入 338,133
未収金 24,954 未払費用 -

流動比率 230.64%

89,556 投資活動収入

基礎的財政収支（プライマリーバランス） 121,600千円短期貸付金 236 前受金 100 業務活動収支 534,732

196,265
徴収不能引当金 △ 1,025 その他 25,306

棚卸資産 - 賞与引当金 53,216 投資活動支出 725,819
その他 -

基金 903,182 前受収益 -
　翌年度支払い予定の負債額に対して、すぐに支払いに充て
ることのできる現金などがどのくらいあるのかを示す指標で
す。（流動比率＝流動資産÷流動負債）

【投資活動収支】

預り金

△ 529,554
【負債の部】 【財務活動収支】

負債合計 5,766,355 有形固定資産
減価償却率 62.77% 投資活動収支

固定資産等形成分 24,036,224
　償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を求め
ることで、施設の老朽化具合を示す指標です。
（有形固定資産減価償却率＝減価償却累計額÷償却資産）

財務活動支出 384,141
余剰分（不足分） △ 5,387,536

資産合計 24,415,043 負債及び純資産合計 24,415,043 本年度資金収支額 54,727

財務活動収入 433,690
純資産合計 18,648,687 財務活動収支 49,549

本年度末歳計外現金残高 89,556
本年度末現金預金残高 354,891

前年度末資金残高 210,608
本年度資金残高 265,335

前年度末歳計外現金残高 84,462
本年度歳計外現金増減額 5,094

令和元年度決算 桂川町財務書類（一般会計等）

新しい地方公会計制度

これまで桂川町では「総務省方式改訂モデル（以後、改訂モデル財務書類と言います）」の財務書類を作成してきました。

財務書類からは、桂川町がこれまで積み上げてきた資産と、この先返済する必要がある負債、すでに支払いが済んでいる純資

産などの情報を表示した貸借対照表など、今までの決算書では把握できなかった財務情報を、新たな切り口から見ることがで

きました。平成28年度決算からはこの改訂モデルの作成方式に代わり、「統一的な基準に基づく財務書類（以後、統一モデ

ル財務書類と言います）」の作成方式が導入されています。

財務書類とは

統一モデル財務書類は、原則として平成27年度から平成29年度までの3年間を準備期間とし、全ての地方公共団体におい

て作成するように要請されています(平成27年1月23日付総務大臣通知「統一的な基準による地方公会計の整備促進につい

て」)。桂川町はこの要請に基づき、平成28年度決算より、統一モデル財務書類を作成しています。

②行政コスト計算書（PL）

行政サービスを提供する際に発生する支出のうち、資産の取得（土地や建物の購入等）に関わらない経常的な支出と、行政

サービスの対価として得られた収入を計上しています。

③純資産変動計算書（NW）

貸借対照表の純資産の部について、増加要因と減少要因を計上し、純資産が１年間でどのように変動したのかを示しています。

純資産の増加要因には、行政サービスの対価として支払われる以外の収入（税収や国・県からの補助金等）があり、減少要因に

は、行政コスト計算書で算出される純経常行政コストや災害復旧等で臨時的に必要となった支出等が計上されます。

④資金収支計算書（CF）

貸借対照表の現金預金が１年間でどのように変化したのかをあらわしています。現金の使いみちによって「業務活動収支」、

「投資活動収支」、「財務活動収支」の３区分に分け、どのような行政活動にいくら使ったのかを示しています。

予算書や決算書などの今までの公会計とは別に、桂川町の財務状況をあらわす新たな取り組みとして、下記の 4 表を作成しま

した。これらをまとめて「財務書類」と呼びます。これは自治体の行政活動評価を行うための情報でもあります。

①貸借対照表（BS）

貸借対照表は、会計年度末に桂川町が保有している資産と、その資産を取得するために使ったお金の調達方法をあらわして

います。現金の収支に注目するこれまでの決算書では表示することができなかった財産や負債等、これまでの資産形成の結果

を知ることができます。

①貸借対照表(BS)

桂
川
町
の
財
務
書
類
４
表

資 産：学校や道路等の将来世代に引き継ぐ社会資本や、投資、基金等将来現金化することが可能な財産の総額を

示します。

負 債：地方債の残高や退職手当引当金などの総額。将来世代が負担する金額を示します。

純資産：公共施設整備の財源として受けた補助金や地方税等の総額。これまでの世代が負担してきた金額を示します。

これまでに桂川町では、24,415,043千

円の資産を形成しています。

そのうち、純資産である18,648,687千

円はこれまでの世代が負担してきた金額であ

り、負債である5,766,355千円は将来の世

代が負担していくことになります。

桂川町の現状

②行政コスト計算書（PL）

③純資産変動計算書（NW）

④資金収支計算書（CF）

経常費用が経常収益を上回っていますが、これは行政コスト計

算書の収入には行政サービスの直接的な収入のみを計上している

ためです。

経常収益から経常費用を引いた純経常行政コストは、

4,862,543千円になります。これに臨時損失と臨時利益の差額

を加えた純行政コストは、5,062,208 千円となり、この不足分

は、自治体の税収や国県からの補助金等の財源で賄っています。

桂川町の現状

桂川町の現状

純資産が昨年度よりも増加した場合は、負債の増加より資産の

増加の方が多かったことを示しています。

純資産の増加要因には、行政サービスの対価として支払われる

以外の収入（自治体の税収や国県からの補助金等）があり、減少

要因には、行政コスト計算書で算出される純行政コストや有形固

定資産及び貸付金・基金の減少があります。

桂川町の現状

資金収支計算書から算出したプライマリーバランスの額

は、121,600千円となっています。税収や国・県からの

補助金等の基礎的な収入で行政サービス等を賄うことがで

きたと言えます。

業務活動収支：行政サービスを行う中で、毎年継続的に収入・支出

される金額が集計されています。

投資活動収支：学校、道路等の公共施設の投資活動収支や、貸付金

などの収入・支出の金額が集計されています。

財務活動収支：地方債等の借入・償還等の金額が集計されています。

自治体の基礎的な財政力を示します。税収や国・県による補助金など

の収入で、行政サービスや公共施設整備等にかかる支出がどれだけ賄わ

れているかを示す指標です。この指標の算出にあたっては地方債や基金

にかかる収支は除かれます。

（基礎的財政収支＝支払利息を除く業務活動収支（556,655千円）+基

金を除く投資活動収支（-435,055千円））


