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Ⅰ 財務書類について 

 

  津島市では、現金主義による会計処理では見えにくい情報を補完し、市の財政状況

を総合的かつ体系的に表すため、「総務省方式改訂モデル」に基づき、財務書類４表

を作成、公表してきました。 

  しかし、財務書類等の作成方法が「総務省方式改訂モデル」のほか、「基準モデル」

など複数存在し、団体間での比較が困難であるほか、複式簿記の導入が進まない、固

定資産台帳の整備が十分でないなどの課題がありました。 

  このため総務省は、平成27年１月に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」

を示し、すべての自治体において「統一的な基準」による財務書類等を作成するよう

要請しました。 

  これを受け、津島市では、平成28年度決算から「統一的な基準」による財務書類等

を作成し、公表しています。 

  なお、本書については、一般会計等を基に作成しており、市全体財務書類及び連結

財務書類については、ホームページにて公表します。 

 

  (※)一般会計等とは 

    地方公共団体ごとに異なる会計範囲を調整し、全国統一の基準で統計を行う際に用いられる決算

統計上の会計で、津島市では、一般会計と特別会計のうち住宅新築資金等貸付事業特別会計及びコ

ミュニティ・プラント事業特別会計を合わせたもの。 

 

  財務書類４表 

  

貸借対照表 地方公共団体がどれほどの資産や債務を有するかについ

ての情報を表したもの 

行政コスト計算書 地方公共団体の資産形成を伴わない活動に伴うコスト

と、受益者負担である使用料・手数料等の収益を対比し

表したもの 

純資産変動計算書 貸借対照表の純資産の部に計上されている数値、つまり

資産と負債の差額が一会計期間にどのように増減したか

を表したもの 

資金収支計算書 現金等の資金の流れを、性質に応じて「業務活動収

支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」の３つの区

分に分けて表したもの 
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Ⅱ 貸借対照表について 

 

１ 平成30年度一般会計等貸借対照表 

 

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 75,202,408,955   固定負債 17,784,884,336

    有形固定資産 72,248,571,892     地方債 14,823,597,791

      事業用資産 35,323,752,502     長期未払金 -

        土地 17,334,084,352     退職手当引当金 2,834,096,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 43,518,303,577     その他 127,190,545

        建物減価償却累計額 △25,796,218,748   流動負債 1,993,849,756

        工作物 540,443,977     １年内償還予定地方債 1,416,103,093

        工作物減価償却累計額 △295,468,656     未払金 81,116

        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 258,021,240

        航空機 -     預り金 239,693,177

        航空機減価償却累計額 -     その他 79,951,130

        その他 - 負債合計 19,778,734,092

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 22,608,000   固定資産等形成分 76,348,970,258

      インフラ資産 36,216,093,259   余剰分（不足分） △18,451,692,541

        土地 4,608,977,516

        建物 695,169,371

        建物減価償却累計額 △367,825,958

        工作物 86,859,052,300

        工作物減価償却累計額 △55,628,861,713

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 49,581,743

      物品 2,193,310,838

      物品減価償却累計額 △1,484,584,707

    無形固定資産 37,545,096

      ソフトウェア 37,545,096

      その他 -

    投資その他の資産 2,916,291,967

      投資及び出資金 2,389,709,000

        有価証券 -

        出資金 2,389,709,000

        その他 -

      投資損失引当金 △1,522,046,000

      長期延滞債権 444,411,050

      長期貸付金 1,386,420,845

      基金 255,581,579

        減債基金 -

        その他 255,581,579

      その他 -

      徴収不能引当金 △37,784,507

  流動資産 2,473,602,854

    現金預金 1,227,365,114

    未収金 112,907,991

    短期貸付金 86,031,323

    基金 1,060,529,980

      財政調整基金 1,049,419,530

      減債基金 11,110,450

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △13,231,554 純資産合計 57,897,277,717

資産合計 77,676,011,809 負債及び純資産合計 77,676,011,809

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）
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   平成31年３月31日現在、資産の総額は776億7,601万1,809円、負債の総額は197億

7,873万4,092円で、純資産は578億9,727万7,717円、資産に対する負債の割合は

25.5%となっています。 

   資産の部では、有形・無形固定資産が722億8,611万6,988円と全体の93.1%を占め

ており、次いで、投資その他の資産が29億1,629万1,967円(3.8%)で、現金預金等の

流動資産が24億7,360万2,854円（3.2%）となっています。 

   一方、負債の部では、翌年度償還予定額を含めた地方債残高が162億3,970万884

円で、全体の82.1%を占めています。地方債は公共資産整備のための財源に充てら

れてきたもののほか臨時財政対策債を含みます。 

   また、翌年度償還予定の地方債等の流動負債が19億9,384万9,756円(10.1%)とな

っています。 

 

 ２ 貸借対照表の内容 

  (1) 固定資産 

   ○ 有形固定資産 

    ・事業用資産 

     土地、建物、工作物等のうちインフラ資産及び物品以外の有形固定資産が該

当します。 

    ・インフラ資産 

     道路ネットワーク、下水処理システム、水道等のシステムまたはネットワー

クの一部であること、性質が特殊なものであり代替的利用ができないこと、移

動させることができないことといった特徴の一部またはすべてを有するものが

該当します。 

    ・物品 

     地方自治法第239条第１項に規定するもので、原則として取得価額または見

積価格が50万円（美術品は300万円）以上のものが該当します。 

   ○ 無形固定資産 

    ・ソフトウェア 

     財務会計システム、税務システム、住民基本台帳システム等のソフトウェア

が該当します。 

   ○ 投資その他の資産 

    ・投資及び出資金 

     公営企業や公社、第三セクター等に対する出資金、出捐金等です。 
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    ・長期延滞債権 

     納税期限や回収期限から１年以上経過し、まだ収入されていない債権です。 

    ・長期貸付金 

     住宅新築資金貸付金や市民病院事業への貸付金等のうち１年以内に償還期限

が到来しないものです。 

    ・基金 

     財政調整基金及び減債基金以外の基金が該当します。 

  (2) 流動資産 

   ○ 現金預金 

     現金及び歳計現金等の保管方法として定めた預金等をいいます。 

   ○ 未収金 

     税金等の未収入金です。 

   ○ 基金 

     財政調整基金及び減債基金が該当します。 

  (3) 固定負債 

   ○ 地方債 

     市が発行した地方債のうち、償還予定が１年超のものをいいます。 

   ○ 退職手当引当金 

     職員全員が当該年度末時点で退職した場合に必要となる退職手当額です。 

  (4) 流動負債 

   ○ １年内償還予定地方債 

     「地方債」に係る翌年度の償還予定額を計上しています。 

   ○ 賞与等引当金 

     翌年度に支給される賞与（ボーナス等）のうち当年度分を計上しています。 
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Ⅲ 行政コスト計算書について 

 

 １ 平成30年度一般会計等行政コスト計算書 

  

（単位：円）

純行政コスト 18,810,376,984

  臨時利益 12,512,800

    資産売却益 12,512,800

    その他 -

    投資損失引当金繰入額 101,861,000

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時損失 125,129,225

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 23,268,225

    使用料及び手数料 305,062,201

    その他 479,676,941

純経常行政コスト 18,697,760,559

      他会計への繰出金 2,027,127,053

      その他 6,581,100

  経常収益 784,739,142

    移転費用 9,780,998,067

      補助金等 3,881,123,925

      社会保障給付 3,866,165,989

        支払利息 56,512,696

        徴収不能引当金繰入額 49,720,633

        その他 138,711,922

        減価償却費 2,741,824,325

        その他 -

      その他の業務費用 244,945,251

      物件費等 5,891,445,454

        物件費 2,893,002,607

        維持補修費 256,618,522

        賞与等引当金繰入額 258,021,240

        退職手当引当金繰入額 189,203,533

        その他 187,684,548

    業務費用 9,701,501,634

      人件費 3,565,110,929

        職員給与費 2,930,201,608

  経常費用 19,482,499,701

行政コスト計算書
自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日

科目名 金額
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経常費用の総額が194億8,249万9,701円であるのに対して、施設利用料等の行政 

サービスに係る受益者負担額である経常収益の総額は７億8,473万9,142円となって

います。  

   性質別では、社会保障給付費等の移転費用が97億8,099万8,067円で、経常費用総 

額の50.2%を占めています。次いで、物件費等が58億9,144万5,454円(30.2%)で、職

員給与費等の人件費が35億6,511万929円(18.3%)となっています。 

 

 ２ 行政コスト計算書の内容 

  (1) 人件費 

    職員給与費、賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額等を計上しています。 

   ○ 退職手当引当金繰入額 

     その年度の勤務に起因する退職手当引当金へ繰り入れる増加額分を計上して

います。 

  (2) 物件費等 

    物件費、維持補修費、減価償却費等を計上しています。 

   ○ 物件費 

     人件費、維持修繕費や扶助費等、他に分類されているコスト以外の費用 

     （消耗品、備品購入費、使用料等）を計上しています。 

   ○ 維持補修費 

     市が管理している各種施設の修繕費等を計上しています。 

   ○ 減価償却費 

     一定の耐用年数に基づき計算された当該会計期間中の負担となる資産価値減

少金額をいいます。 

  (3) 移転費用 

    補助金等、社会保障給付、他会計への繰出金等、様々な目的のために、直接お

金という形のまま支出されるものを計上しています。 
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Ⅳ 純資産変動計算書について 

 

 １ 平成30年度一般会計等純資産変動計算書 

 

前年度末純資産残高として594億6,108万8,061円、純資産の減少要因である純行

政コストとして188億1,037万6,984円、純資産の増加要因である税収等128億8,755

万1,207円や国県等補助金43億5,336万5,388円等が計上され、期末純資産残高が578

億9,727万7,717円となっています。  

純資産の残高は、前年度末と比べて15億6,381万344円減少しております。その分、

将来世代に引き継ぐ財産が減少したことを表します。 

 

 ２ 純資産変動計算書の内容 

  (1) 前年度末純資産残高 

    前年度末の貸借対照表に計上されている純資産額です。 

  (2) 純行政コスト 

    当該年度の行政コスト計算書で算出される純行政コストと連動します。 

  (3) 税収等 

    市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市たばこ税、地方譲与税及び

地方交付税等をいいます。 

（単位：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 59,461,088,061 77,982,918,476 △18,521,830,415

  純行政コスト（△） △18,810,376,984 △18,810,376,984

  財源 17,240,916,595 17,240,916,595

    税収等 12,887,551,207 12,887,551,207

    国県等補助金 4,353,365,388 4,353,365,388

  本年度差額 △1,569,460,389 △1,569,460,389

  固定資産等の変動（内部変動） △1,639,598,263 1,639,598,263

    有形固定資産等の増加 1,015,941,864 △1,015,941,864

    有形固定資産等の減少 △2,762,122,551 2,762,122,551

    貸付金・基金等の増加 619,671,154 △619,671,154

    貸付金・基金等の減少 △513,088,730 513,088,730

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,650,045 5,650,045

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △1,563,810,344 △1,633,948,218 70,137,874

本年度末純資産残高 57,897,277,717 76,348,970,258 △18,451,692,541

純資産変動計算書

至　平成31年３月31日
自　平成30年４月１日
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  (4) 国県等補助金 

    国庫支出金、都道府県支出金等をいいます。 

  (5) 固定資産等の変動 

○ 無償所管換等 

     無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等をいいます。 
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Ⅴ 資金収支計算書について 

 

 １ 平成30年度一般会計等資金収支計算書 

 

（単位：円）

本年度末歳計外現金残高 239,693,177

本年度末現金預金残高 1,227,365,114

本年度末資金残高 987,671,937

前年度末歳計外現金残高 246,552,437

本年度歳計外現金増減額 △6,859,260

財務活動収支 △78,088,336

本年度資金収支額 59,928,127

前年度末資金残高 927,743,810

  財務活動収入 1,464,200,000

    地方債発行収入 1,464,200,000

    その他の収入 -

  財務活動支出 1,542,288,336

    地方債償還支出 1,437,150,220

    その他の支出 105,138,116

    その他の収入 -

投資活動収支 △797,257,985

【財務活動収支】

    基金取崩収入 28,322,349

    貸付金元金回収収入 204,791,117

    資産売却収入 12,512,801

    その他の支出 -

  投資活動収入 653,661,849

    国県等補助金収入 408,035,582

    基金積立金支出 196,976,690

    投資及び出資金支出 194,640,000

    貸付金支出 117,000,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,450,919,834

    公共施設等整備費支出 942,303,144

    その他の支出 2,970,000

  臨時収入 -

業務活動収支 935,274,448

    その他の収入 480,042,150

  臨時支出 2,970,000

    災害復旧事業費支出 -

    税収等収入 12,878,010,804

    国県等補助金収入 3,945,329,806

    使用料及び手数料収入 305,228,949

      他会計への繰出支出 2,027,127,053

      その他の支出 6,581,100

  業務収入 17,608,611,709

    移転費用支出 9,780,998,067

      補助金等支出 3,881,123,925

      社会保障給付支出 3,866,165,989

      物件費等支出 3,149,621,129

      支払利息支出 56,512,696

      その他の支出 101,223,900

  業務支出 16,670,367,261

    業務費用支出 6,889,369,194

      人件費支出 3,582,011,469

資金収支計算書
自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日

科目名 金額

【業務活動収支】
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   資金収支計算書は、現金の流れを示すものであり、本年度末歳計現金預金残高は、

貸借対照表の「現金預金」と一致します。 

   収支を性質に応じて、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支の３つに区分

して表示することで、市のどのような活動に資金が必要とされているかを説明する

ことができます。 

   平成30年度は、業務活動収支が９億3,527万4,448円計上されており、その収支余

剰で、投資活動収支における７億9,725万7,985円、財務活動収支における7,808万

8,336円の収支不足を補えており、当期収支として5,992万8,127円の余剰金が生じ

たことが分かります。 

 

 ２ 資金収支計算書の内容 

  (1) 業務活動収支 

    人件費や物件費等の支出と、その財源である市税や手数料等の収入が計上され

ており、日常の行政活動による資金収支を表しています。 

  (2) 投資活動収支 

    公共資産の整備に係る支出等と、その財源である補助金等による収入等が計上

されており、公共事業等に伴う資金収支の状況を表しています。 

  (3) 財務活動収支 

    起債の償還に対する支出等と、投資活動の財源である起債収入が計上されてお

り、財務活動による資金収支の状況を表しています。 
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Ⅵ 財務書類４表の関係 

 

  貸借対照表の純資産は、国・県からの補助金や市の財源ですでに負担した部分を表

していますが、この純資産の変動を表したものが純資産変動計算書になります。 

  行政コスト計算書は純資産変動計算書における純行政コストの詳細な内訳書です。 

  資金収支計算書は現金預金の動きを表す計算書ですが、本年度末残高と本年度末歳

計外現金残高の合計は貸借対照表の現金預金と一致します。すなわち、資金収支計算

書は貸借対照表に計上されている現金預金の増減明細書ということになります。 

 

 

  

(単位:円)

科目名 金額 科目名 金額 金額

【業務活動収支】 【資産の部】

  業務支出 16,670,367,261   固定資産 75,202,408,955 17,784,884,336

  業務収入 17,608,611,709     有形固定資産 72,248,571,892

  臨時支出 2,970,000     無形固定資産 37,545,096 1,993,849,756

  臨時収入 -     投資その他の資産 2,916,291,967

業務活動収支 935,274,448   流動資産 2,473,602,854 19,778,734,092

  投資活動支出 1,450,919,834     未収金 112,907,991 76,348,970,258

  投資活動収入 653,661,849     短期貸付金 86,031,323

投資活動収支 △797,257,985     基金 1,060,529,980 △18,451,692,541

【財務活動収支】     棚卸資産 -

  財務活動支出 1,542,288,336     その他 -

財務活動収支 △78,088,336 資産合計 77,676,011,809 77,676,011,809

本年度末資金残高 987,671,937

本年度末歳計外現金残高 239,693,177

  経常費用 19,482,499,701 前年度末純資産残高 59,461,088,061

  臨時損失 125,129,225   財源 17,240,916,595

  臨時利益 12,512,800

  無償所管換等 5,650,045

  その他 -

  固定資産等形成分

負債合計

科目名

 固定資産等の変動（内部変動）

負債及び純資産合計

  余剰分（不足分）

純資産変動計算書

  流動負債

  固定負債

【負債の部】

貸借対照表

57,897,277,717本年度末純資産残高

1,464,200,000  財務活動収入 57,897,277,717純資産合計△13,231,554    徴収不能引当金

△18,810,376,984  純行政コスト（△）784,739,142  経常収益

-  資産評価差額

資金収支計算書

18,810,376,984純行政コスト

【投資活動収支】 【純資産の部】1,227,365,114    現金預金

合計科目名金額科目名1,227,365,114本年度末現金預金残高

行政コスト計算書
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Ⅶ 財務書類４表の分析 

 

 １ 市民一人当たり資産額・負債額 

    市民一人当たり資産額は、資産の形成度を示す指標の一つです。 

    また、市民一人当たり負債額は、財政の健全性を示す指標の一つです。 

     ※人口は平成31年１月１日現在の住民基本台帳人口（62,733人）を基に算出。 

     【算出方法】 (市民一人当たり資産額) 資産合計÷住民基本台帳人口 

            (市民一人当たり負債額) 負債合計÷住民基本台帳人口 

     ・津島市の市民一人当たり資産額は、123万8,200円となります。 

     ・津島市の市民一人当たり負債額は、31万5,284円となります。 

 

 

 

  

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,198,769   固定負債 283,501

    有形固定資産 1,151,684     地方債 236,297

      事業用資産 563,081     長期未払金 -

      インフラ資産 577,305     退職手当引当金 45,177

      物品 34,963     損失補償等引当金 -

      物品減価償却累計額 △23,665     その他 2,027

    無形固定資産 598   流動負債 31,783

      ソフトウェア 598     １年内償還予定地方債 22,574

      その他 -     未払金 1

    投資その他の資産 46,487     未払費用 -

      投資及び出資金 38,093     前受金 -

      投資損失引当金 △24,262     前受収益 -

      長期延滞債権 7,084     賞与等引当金 4,113

      長期貸付金 22,100     預り金 3,821

      基金 4,074     その他 1,274

      その他 - 負債合計 315,284

      徴収不能引当金 △602 【純資産の部】

  流動資産 39,431   固定資産等形成分 1,217,046

    現金預金 19,565   余剰分（不足分） △294,130

    未収金 1,800

    短期貸付金 1,371

    基金 16,906

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △211 純資産合計 922,916

資産合計 1,238,200 負債及び純資産合計 1,238,200

貸借対照表(市民１人当たり)
（平成31年3月31日現在）
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 ２ 歳入額対資産比率 

 歳入額対資産比率は、資産の形成度を示す指標の一つです。 

 過年度に形成された資産は、歳入の何年分に相当するのかを見ることがで

き、地方公共団体の資産形成の度合いを測ることができます。 
 【算出方法】 資産合計 ÷ 歳入総額 

     ・津島市の歳入額対資産比率は、3.8となります。（H29比率 3.7） 

 ３ 資産老朽化比率 

 資産老朽化比率は、保有する資産が耐用年数に対してどの程度経過している

のかを全体として把握するための指標です。 
 【算出方法】減価償却累計額 ÷ (有形固定資産合計 － 土地 ＋ 減価償却累計額) 

     ・津島市の資産老朽化比率は、62.4％となります。（H29比率 60.8％） 

 ４ 純資産比率 

 純資産比率は世代間の公平性を示す指標の一つです。 

 地方公共団体は地方債の発行を通じて将来世代と現世代の負担の配分を行っ

ていますが、その負担割合は純資産と資産総額の比率で測ることができます。

数値が低いほど、将来世代へ先送りされた負担が大きいことを示します。 
 【算出方法】 純資産合計 ÷ 資産合計 

     ・津島市の純資産比率は、74.5％となります。（H29比率 75.0％） 

 ５ 将来世代負担比率 

 将来世代負担比率は世代間の公平性を示す指標の一つです。 

 社会資本等の公共資産について、負債による形成割合を算出することで、社

会資本等形成に係る将来世代の負担の比重を把握することができます。 
 【算出方法】 地方債残高 ÷ 有形固定資産合計 

     ・津島市の将来世代負担比率は、22.5％となります。(H29比率 21.9％） 

 ６ 地方債償還年数 

 地方債償還年数は、財政の持続可能性（健全性）を示す指標の一つです。 

 地方債残高を経常的に確保できる資金で返済した場合、何年で返済できるか

を示すことにより、当該団体の財政規模と負債額のバランスが取れているかど

うかを判断します。 
 【算出方法】 （地方債残高 － 減債基金）÷ 

［業務活動収支額（臨時収支分を除く）］ 

     ・津島市の地方債償還年数は、17.3となります。(H29地方債償還年数 22.2） 

 ７ 基礎的財政収支 

 地方債等の元利償還金額を除いた歳出と地方債等の発行収入を除いた歳入の

バランスを示す指標となり、当該バランスが均衡している場合には、経済成長

率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、

持続可能な財政運営であると言えます。  
 【算出方法】 業務活動収支 ＋支払利息支出 ＋ 投資活動収支 

     ・津島市の基礎的財政収支は、１億9,452万9,159円となります。(H29基礎的財

政収支 ４億2,309万3,213円） 
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Ⅷ おわりに 

  総務省からの要請に基づき、すべての地方公共団体において「統一的な基準」に基

づく財務書類等が作成されます。 

  今後、他団体との比較を行い、本市の財政状況の特徴を明らかにするなど、さらな

る財政の健全化に努めるとともに、より分かりやすい財務情報を提供できるよう、引

き続き取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


