
平成27年度決算に基づく財務書類について
１１１１．．．．財務書類作成財務書類作成財務書類作成財務書類作成のののの目的目的目的目的

「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（平成18年 8月総務事務次官通知）」により、現

金主義による従来の決算書の補完的な位置づけとして、資産などが把握できる発生主義発生主義発生主義発生主義にににによるよるよるよる財務書類財務書類財務書類財務書類のののの作成作成作成作成とととと
公表公表公表公表が求められており、平成22年度決算分から財務書類を作成。

これまでの決算書では表せなかった資産情報（土地や建物などの評価）や経費（減価償却費、退職手当引当金
など）の把握が可能になるもの。

２２２２．．．．財務書類作成財務書類作成財務書類作成財務書類作成のののの効果効果効果効果

①資産･負債（ストック）の総体的な把握

資産形成に関する情報の明示。

②発生主義による行政コストの把握

見えにくいコスト（減価償却費、退職手当引当金など）の見える化。

③公共施設マネジメント等への活用

固定資産の把握により公共施設マネジメント等への活用が可能。

■現金が増加・減少したときに会計上の取引と
して認識

現金主義会計

地方自治法に基づき、監査委員の審査に
付した後、議会の認定

財政健全化法に基づき、監査委員の審査
に付した後、議会への報告

■発生という事実に基づいて会計取引を認識
■ストック情報・フロー情報を総体的に把握する
ことにより、現金主義会計を補完

発生主義会計

補完補完補完補完

地方公会計
・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
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これまでにこれまでにこれまでにこれまでに、、、、93.793.793.793.7％％％％のののの
団体団体団体団体がががが作成済作成済作成済作成済みまたはみまたはみまたはみまたは
作成中作成中作成中作成中。。。。



【【【【今回今回今回今回からからからから】】】】統一的統一的統一的統一的なななな基準基準基準基準 【【【【これまでこれまでこれまでこれまで】】】】基準基準基準基準モデルモデルモデルモデル 総務省改訂総務省改訂総務省改訂総務省改訂モデルモデルモデルモデル

財務書類の体系 ◯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

◯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

◯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

台帳整備 ◯開始貸借対照表作成時に整備 ◯開始貸借対照表作成時に整備 ◯段階的に整備

複式簿記 ◯発生の都度または期末に一括して
複式仕訳を実施

◯発生の都度または期末に一括して
複式仕訳を実施

◯決算統計データを活用して期末に
一括して仕訳を実施

固定資産の
評価基準

・取得原価が判明･･･取得原価
・取得原価が不明･･･再調達原価

◯事業用資産
土地･･･固定資産税評価額
建物等･･･再調達原価

◯インフラ資産
土地･･･取得原価
建物等･･･再調達原価

◯公共資産
･･･決算統計データから推計

◯売却可能資産
･･･売却可能価格

税収の取扱い ◯純資産変動計算書に計上 ◯純資産変動計算書に計上 ◯純資産変動計算書に計上

３３３３．．．．財務書類作成財務書類作成財務書類作成財務書類作成のののの統一化統一化統一化統一化

これまでの財務書類は、その作成モデルが複数存在していたことから団体間での比較が困難。そのため、国は
新たに平成29年度中までに「統一的な基準」による財務書類の作成を求めている。

そのため、これまでの基準モデルから「「「「統一的統一的統一的統一的なななな基準基準基準基準」」」」による財務書類を作成。

発生主義の導入

固定資産の評価

比較性の確保

総務省方式改訂モデルでは、決算統計データを活用
して財務書類を作成

総務省方式改訂モデルでは、固定資産の評価を必ず
しも前提としていない

基準モデル（下川町）や総務省方式改訂モデル、東
京都方式など複数の方式が混在

「「「「統一的統一的統一的統一的なななな基準基準基準基準」」」」
のののの必要性必要性必要性必要性

国は、平成30年3月まで
に作成を要請
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４４４４．．．．財務書類財務書類財務書類財務書類のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる範囲範囲範囲範囲

※連結対象先である一部事務組合の「統一的な基準」への対応が未完のため、連結財務書類は作成していない。

５５５５．．．．財務書類財務書類財務書類財務書類４４４４表表表表のののの相関関係相関関係相関関係相関関係

下川町下川町下川町下川町

一般会計 特別会計

下水道事業特別会計
簡易水道事業特別会計
介護保険特別会計
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計

企業会計

病院事業会計

一部事務組合一部事務組合一部事務組合一部事務組合

名寄地区衛生施設事務組合
上川北部消防事務組合 など

第三第三第三第三セクターセクターセクターセクター

下川町ふるさと開発振興公社

前年度末残高

純行政コスト

財源

固定資産等の変動

本年度末残高

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支

前年度末残高

本年度末残高

経常費用

経常収益

臨時損失

臨時利益

純行政コスト

行政コスト計算書 純資産変動計算書

資産

うち
現金
預金

負債

純資産

資金収支計算書貸借対照表

＋本年度末歳計外
現金残高

今回作成した財務書類の範囲
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科目科目科目科目 金額金額金額金額

固定資産 49,881,936

有形固定資産 48,521,741

事業用資産 17,665,594

インフラ資産 30,441,574

物品 1,237,650

物品減価償却累計額 △823,077

無形固定資産 111,254

投資その他の資産 1,248,942

流動資産 969,900

現金預金 231,730

基金他 738,170

資産合計 50,851,837

科目科目科目科目 金額金額金額金額

固定負債 6,195,572

地方債等 5,385,465

退職手当引当金他 810,107

流動負債 1,274,978

１年内償還予定地方債 1,172,437

賞与等引当金 67,782

その他 34,759

負債合計 7,470,550

純資産合計 43,381,287

負債及び純資産合計 50,851,837

【【【【貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表】】】】

これまでの財政運営の結果、どれだけの資産を形成し、どれだけの負債を負っているかを表したもの。

単位:千円

【資産】

学校・公園・道路（有形固定資産）、情報システム（無形固定資産）など、将来の世代に引継ぐ社会資本や基金な
ど将来現金化することが可能な財産。

【負債】

地方債や退職給付引当金など将来世代の負担となるもの。

【純資産】

過去の世代などが負担したため将来返済不要な財産。
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【【【【行政行政行政行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書】】】】

資産形成につながらない行政サービスに対して、
どれだけの費用（コスト）がかかり、それをどの
ような収入でまかなったかを表したもの。

科目科目科目科目 金額金額金額金額

経常費用 7,841,528

業務費用 5,096,631

人件費 1,489,129

物件費等 3,421,469

その他の業務費用 186,033

移転費用 2,744,897

経常収益 1,258,754

臨時損失 15,008

臨時利益 50,481

純行政コスト 6,547,301

単位:千円

【費用】行政サービスの提供のために費やしたもの。

【人件費】職員給与、退職給付費用など。

【物件費】備品や維持補修費、減価償却費など。

【移転費用】補助金、社会保障給付費など。

【収益】行政サービスの提供により町民などがその対
価として支払われるもの。

【【【【純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書】】】】

一年間で純資産がどのような財源や要因で増減
したかを表したもの。

科目科目科目科目 金額金額金額金額

前年度末純資産残高 43,958,070

純行政コスト（△） △6,547,301

財源 5,970,518

本年度純資産変動額 △576,783

本年度末純資産残高 43,381,287

単位:千円

【純行政コスト】

行政コスト計算書の純行政コストと一致。

【財源】

どのような収入（税収、地方交付税、国庫補助金）
で調達したかを表すもの。
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【【【【資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書】】】】

現金の流れを示すもので、町がどのような活動に現金を必要としているかを表したもの。

科目科目科目科目 金額金額金額金額

業務支出 6,303,819

業務費用支出 3,558,922

移転費用支出 2,744,897

業務収入 7,257,899

臨時支出 15,008

臨時収入 50,482

業務活動収支 989,554

投資活動支出 1,266,430

投資活動収入 196,556

投資活動収支 △1,069,874

財務活動支出 566,800

財務活動収入 707,064

財務活動収支 140,264

本年度資金収支額 59,944

前年度末資金残高 171,786

本年度末資金残高 231,730

単位:千円
【業務活動収支】

行政サービスを行なう中で、毎年度継続的に収入ま
たは支出されるもの。

【投資活動収支】

学校・公園・道路などの資産形成や基金などの収入
または支出など。

【財務活動収支】

借入金や公債費などの収入や支出など。

町民一人当町民一人当町民一人当町民一人当たりたりたりたり、、、、

●●●●１１１１，，，，５０３５０３５０３５０３万円万円万円万円のののの資産資産資産資産をををを保有保有保有保有しししし、、、、２２１２２１２２１２２１万円万円万円万円
のののの負債負債負債負債をををを負負負負ってるってるってるってる。。。。

●●●●１９３１９３１９３１９３万万万万のののの行政行政行政行政コストがかかっているコストがかかっているコストがかかっているコストがかかっている。。。。

●●●●１７１７１７１７万円万円万円万円のののの純資産純資産純資産純資産がががが減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。
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平成28年3月現在人口3,383人で計算


