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Ⅰ　はじめに

　本町を含む普通地方公共団体で用いられている会計手法（現金主義・単式簿記）

は、予算の適正かつ確実な執行を図り、単年度の収支状況を明らかにすることに主

眼が置かれ、ストック（資産・負債等）やコスト（減価償却費等現金の動きを伴わ

ないコスト含む）情報が不足しているといわれています。

　本町では、これらの不足する情報を補完するため、企業会計（発生主義・複式簿

記）の考え方を用いた財務書類を平成２２年度決算分から毎年作成しており、この

度、平成３０年度決算に基づく財務書類が完成しましたので公表します。

　なお、平成２７年度決算分までは「総務省方式改訂モデル」により作成しており

ましたが、平成２８年度決算分から固定資産台帳の整備等により客観性・比較可能

性を担保した「統一的な基準」により作成しています。

　今回公表する財務書類を通して、本町の財政状況に対する理解を深めていただけ

ると幸いです。

Ⅱ　地方公会計の財務書類について

１．目的

　①説明責任の履行

　　住民や議会、外部に対する財務情報の分かりやすい開示

　②財政の効率化・適正化

　　財政運営や政策形成を行う上での基礎資料として、資産・債務管理や予算編成、

　　政策評価等に有効に活用

２．具体的内容

　発生主義により、ストック情報・フロー情報を総体的・一覧的に把握することに

より、現金主義会計を補完するものです。

３．財務書類整備の効果

　① 資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握

　　 資産形成に関する情報（資産・負債のストック情報）の明示

　② 発生主義による正確な行政コストの把握

　　 見えにくいコスト（減価償却費、退職金引当金など各種引当金）の明示

　③公共施設マネジメント等への活用

　　 固定資産台帳の整備等により、公共施設マネジメント等への活用が可能
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４．財務書類４表の体系

地方公会計の財務書類の体系は、以下の４表となっています。

　① 貸借対照表

　　　会計年度末時点で、地方公共団体がどのような資産を保有しているか、また、

　　その資産がどのような財源でまかなわれているかを対照表で示したものです。

　　　・資産：公共施設等の固定資産や将来、使用する現金等の資産

　　　・負債：地方債や退職手当引当金など、将来世代の負担

　　　・純資産：過去または現世代の負担

　② 行政コスト計算書

　　　一会計期間において、資産形成に結びつかない、経常的な行政活動に係る費用

　　と、その行政活動と直接の対価性のある経常的な収益を対比させたものです。

　　　・経常費用：人件費、物件費、移転費用（補助金）など

　　　・経常収益：使用料及び手数料といった受益者負担収益

　③ 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各項目が、１年間でどのように変動

　　したかを示したものです。

　④ 資金収支計算書

　　　一会計期間における地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質

　　の異なる三つの活動（業務・投資・財務）に分けて示したものです。

なお、下図の矢印は財務書類４表の相互関係を示しています。

臨時利益
固定資産等

の変動
前年度末残高

純資産 純行政コスト 本年度末残高 本年度末残高

経常収益 純行政コスト 投資活動収支

臨時損失 財源 財務活動収支

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

資産 負債
経常費用 前年度末残高 業務活動収支

うち

現金

預金

+本年度末
歳計外現残高
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５．対象とする会計

対象とする会計の範囲は、以下のとおりです。

※本項以降は、一般会計等財務書類について説明します。

一部事務組合
・広域連合

地方三公社

第三セクター

全体

連結

徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合

徳島県後期高齢者医療広域連合（一般会計）

徳島県後期高齢者医療広域連合（特別会計）

エーアイテレビ株式会社

板野町土地開発公社

松茂町ほか二町競艇事業組合

板野西部青少年補導センター組合

板野西部消防組合

中央広域環境施設組合

徳島県市町村総合事務組合（一般会計）

徳島県市町村総合事務組合（特別会計）

一般会計等

公営企業会計

公営事業会計

財務書類区分

公共下水道事業特別会計

水道事業会計

奨学金貸付貸与事業特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

一般会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険（介護サービス事業）特別会計

介護保険（保険事業）特別会計

特別会計国民健康保険

会計区分 会計名称等

一般会計等

－3－



Ⅲ　一般会計等財務書類について

１．概要

①貸借対照表（バランスシート）
　貸借対照表は、平成31年3月31日時点で板野

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示しています。現金

　 有形固定資産 の収支に注目する従来の決算書では把握すること

ができなかった板野町の財産や負債など、これま

での資産形成の結果を知ることができます。

無形固定資産 ・有形固定資産

　道路や学校など板野町が保有する公共施設等の

総額

・無形固定資産

　特許権、借地権などの法律上の権利やソフトウ

ェア、電話加入権などの総額

・投資その他の資産

賞与等引当金 　特定の目的で積立てた基金や出資金の総額

・流動資産

　現金預金や現金化しやすい未収金などの総額

・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）

・純資産

　道路や学校などの整備の財源として受けた国や

県からの補助金や地方税の総額

※各項目ごとに端数調整しているため、合計額が一致しない場合があり （これまでの世代が負担してきた金額）

　 ます。（以下、同様）

貸借対照表を住民一人当たりの家計簿に置き換えると･･･  （※平成31年3月末現在人口：13,497人）

資産合計 24,401,904 負債及び純資産合計 24,401,904

余剰分（不足分） △ 4,328,638
純資産合計 19,177,171

【純資産の部】

固定資産等形成分 23,505,809

徴収不能引当金 △ 2,970 その他 6,585
負債合計 5,224,733

棚卸資産 0 68,224

その他 0 預り金 79,119

短期貸付金 736 前受金 0

基金 576,512 前受収益 0

現金預金 865,904 未払金 0

未収金 33,161 未払費用 0

投資その他の資産 3,321,727 流動負債 518,915

流動資産 1,473,343 1年以内償還予定地方債 364,986

物品 595,852 損失補償等引当金 0

10,424 その他 212

事業用資産 8,930,777 長期未払金 0

インフラ資産 10,594,971 退職手当引当金 438,351

固定資産 22,928,561 固定負債 4,705,819

19,596,411 地方債 4,267,256

（単位：千円）
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

0

50

100

150

200

借方 貸方

流動資産 投資等 有形固定資産等

純資産 流動負債 固定負債

（万円）

借方＝現在保有している資産の総額

約181万円

負債＝

将来支払わなければならないお金

（ローンの残高など）

○固定負債 約35万円

…長期的に返していく必要がある借金

○流動負債 約4万円

…来年返す予定の借金

純資産＝

すでに支払ったお金

土地や建物の購入のために親からの

援助金や自己資金など

約142万円

貸方＝資産取得時の資金の調達方法

約181万円の支払方法

所有している土地や建物、

車など 約145万円

有価証券や定期預金など

約25万円

現金や普通預金など

約11万円
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②行政コスト計算書
　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）に関わらない支出と、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。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上の収入

に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。

・人件費

　 　職員給与のほかに、賞与引当金や退職手当引当金の繰入額が計上されています。

・物件費

　物件費のほかに、施設の維持修繕費や減価償却費が計上されています。

・その他の業務費用

移転費用 　支払利息、貸付金、火災保険料などが計上されています。

・移転費用

　移転費用には、補助金や社会保障給付、他会計への繰出金などが計上されていま

す。

・経常収益

　行政サービスの直接対価である使用料や手数料、財産貸付収入、現金利子、雑入

などが計上されています。

③純資産変動計算書 ④資金収支計算書
　貸借対照表の純資産の部の増加要因と減少要因を計上し、純 　貸借対照表の現金が1年間でどのように変化したのか

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。 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 　現金の使いみちにより、3つの区分に分け、どのよう

る以外の収入（税収や国・県からの補助金など）があり、減小 な行政活動にいくら使ったのかが分かります。

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

災害復旧などで臨時的に必要となった支出などが計上されてい

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、道路など

の公共施設の投資

活動収支や基金の

積立・取崩、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

・償還などの金額

が集計されていま

　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 す。

の増加の方が多かったことを示しています。逆に純資産が減少

した場合は、行政コストが多くかかっていたり、資産の増加よ

り負債の増加が多かったことを示しています。

本年度末歳計外現金残高 79,119
本年度末現金預金残高 865,904

前年度末歳計外現金残高 79,648

本年度末純資産残高 19,177,171 23,505,809 △ 4,328,638 本年度末歳計外現金増減額 △ 530

その他 △ 373 △ 253 △ 121

本年度純資産変動額 △ 288,965 △ 97,742 △ 191,224

無償所管換等 7,195 7,195 - 本年度末資金残高 786,785
資産評価差額 0 0 - 前年度末資金残高 534,056

貸付金・基金等の減少 - △ 1,109,380 1,109,380 本年度資金収支額 252,729
貸付金・基金等の増加 - 707,045 △ 707,045 財務活動収支 526,485
有形固定資産等の減少 - △ 7,818,889 7,818,889 財務活動収入 909,342

有形固定資産等の増加 - 1,079,541 △ 1,079,541 財務活動支出 382,857

固定資産等の変動(内部変動) - △ 104,683 104,683 【財務活動収支】

本年度差額 △ 295,786 - △ 295,786 投資活動収支 △ 649,179
国県等補助金 1,005,015 - 1,005,015 投資活動収入 1,089,825

税収など 3,651,181 - 3,651,181 投資活動支出 1,739,004

財源 4,656,196 - 4,656,196 【投資活動収支】

純行政コスト（△） △ 4,951,982 - △ 4,951,982 業務活動収支 375,423

業務収入 4,673,566

臨時支出 11,698

前年度末純資産残高 19,466,136 23,603,550 △ 4,137,414 臨時収入 176,351

（単位：千円） 【業務活動収支】

科目 金額
業務支出 4,462,796

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

臨時利益 65
純行政コスト 4,951,982

（単位：千円）

科目 金額

その他 177,486
純経常行政コスト 4,935,132

臨時損失 16,914

その他 362

経常収益 332,834

使用料及び手数料 155,348

2,371,286

補助金等 922,129

社会保障給付 870,084

他会計への繰出金 578,712

人件費 1,030,874

物件費 1,784,347

その他の業務費用 81,460

（単位：千円）

科目 金額

経常費用 5,267,967

業務費用 2,896,681
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２．分析

（１）資産の状況

　①住民一人当たりの資産額

　　資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額を算出することにより

　住民にとって理解しやすい情報になるとともに他団体との比較が容易になります。

　②有形固定資産の行政目的割合

　　有形固定資産の行政目的別割合を算定することにより、行政分野ごとの公共資産

　形成の比重を把握することができます。

　　※板野町は、「生活インフラ・国土保全」の割合が最も高く、道路などの生活基盤の

　　整備に最も力を注いできたことを表しています。

　③歳入額対資産比率

　　歳入総額に対する資産合計の比率を算定することにより、これまでに形成された

　ストック（資産）が歳入の何年分に相当するかを示す指標となります。

　　平均的な値は、3年～7年程度とされています。この比率が高いほど、ストック

　（資産）の形成が進んでいることを表します。

合　計 195億5,964万円 100.0%

消　防 1億288万円 0.5%

総　務 30億236万円 15.3%

環境衛生 2億2,643万円 1.2%

産業振興 4億321万円 2.1%

教　育 31億8,764万円 16.3%

福　祉 12億5,400万円 6.4%

行政目的 有形固定資産残高 構成比

生活インフラ・国土保全 114億1,990万円 58.3%

244億190万円 ÷ 73億8,314万円 ＝ 3.3年 （ H29：4.0年 ）
( 資産合計 ) ( 歳入総額 ) ( 比率 )

住民一人当たり 【資産】 181万円 （ H29：179万円 ）
＊H31.3.31現在人口：13,497人
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　④有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）

　　有形固定資産のうち、償却対象資産の取得価額合計に対する減価償却累計額の

　割合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過して

　いるのかを全体として把握することができます。

　　平均的な値は、35～50％と程度されています。この比率が高いほど近い将来

　施設の建替え等が必要となる可能性があります。　　

　　※板野町は平均的な値を超えており、町の資産が全体的に老朽化していることを表し

　　ています。今後は、「公共施設等総合管理計画」に基づき、中長期的な視点で施設の

　　更新や統廃合、長寿命化などを検討する必要があります。

（２）資産と負債の比率

　①純資産比率

　　地方公共団体は、地方債を発行することにより現世代と将来世代の負担配分を

　行っております。純資産比率は、資産のうち将来世代に負担のない純資産の割合

　を表しています。この比率が高いほど、将来世代の負担が少ないことを表します

　が、世代間の公平性に留意する必要があります。

　　平均的な値は、60％程度とされています。

　　※板野町は平均的な値を超えており、過去の世代において、多くの資産が形成された

　　きたことを表しています。

　②社会資本形成の将来世代負担比率

　　有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債による調達

　割合（公共資産等形成充当負債の割合）を算定することにより、社会資本等形成に

　係る将来世代の負担の程度を把握することができます。

18億6,524万円 ÷ 196億683万円 ＝ 9.5％
( 地方債残高（特例地方債除く）)   ( 有形・無形固定資産合計) ( 比率 )

（ H29：6.9% ）

251億9,578万円 ÷ 398億8,944万円 ＝ 63.2％ （ H29：61.8% ）
(減価償却累計額) (償却対象資産の取得価額合計) (比率)

191億7,717万円 ÷ 244億19万円 ＝ 78.6％ （ H29：80.3% ）
( 純資産合計 ) ( 資産合計 ) ( 比率 )
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（３）負債の状況

　①住民一人当たり負債額

　　負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり負債額を算出することにより

　住民にとって理解しやすい情報になるとともに他団体との比較が容易になります。

　②基礎的財政収支（プライマリーバランス）

　　資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出除く）及び投資活動収支（基金

　除く）合算額を算出することにより、基礎的な財政力を表しています。

　　具体的には、基本的な町税や使用料などの収入及び建設事業に充てられる国や県

　の補助金の合計と、行政サービスを提供するために必要な費用及び公共施設などを

　整備するためにかかる費用を差引し、合計から利息の支払いを除いたものを指しま

　す。

（４）行政コストの状況

　①住民一人当たり行政コスト

　　行政コスト計算書で算出され純行政コストについて、住民一人当たりの行政コス

　トとすることにより、行政活動の効率性を見ることができます。

住民一人当たり 【行政コスト】 37万円 （ H29：33万円 ）

＊H31.3.31現在人口：13,497人

4億103万円 ＋ ( -10億1,381万円 ) ＝ △6億1,279万円
( 業務活動収支（支払利息除く）) ( 投資活動収支（基金除く） ) ( 基礎的財政収支 )

（ H29：2億2,573万円 ）

住民一人当たり 【負債額】 39万円 （ H29：35万円 ）

＊H31.3.31現在人口：13,497人
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　②性質別行政コスト

　　行政コスト計算書で算出される性質別の各行政コストについて、住民一人当たり

　の各行政コストとすることにより、地方公共団体の行政活動に係る効率性を見るこ

　とができます。

　　※板野町は、物件費等の割合が一番高くなっています。この物件費等には、物件費の

　　他に維持補修費や減価償却費などが含まれています。

（５）受益者負担の状況

　①行政コストに占める受益者負担の割合（受益者負担比率）

　　行政コスト計算書の経常収益（使用料・手数料等）と経常費用と比較することに

　より、行政サービス提供に対する直接的な負担の割合を算出することができます。

　　平均的な値は、2％～8％程度とされています。

その他 36万円 －

合　計 52億6,797万円 39万円

社会保障給付 8億7,008万円 6万4千円

他会計への繰出金 5億7,871万円 4万円3千円

その他の業務費用 8,146万円 6千円

補助金等 9億2,213万円 6万8千円

人件費 10億3,087万円 7万6千円

物件費等 17億8,435万円 13万2千円

＊H31.3.31現在人口：13,497人

性質別 行政コスト 一人当たり

3億3,283万円 ÷ 52億6,797万円 ＝ 6.3％ （ H29：12.2% ）
( 経常収益 ) ( 経常費用 ) ( 受益者負担比率 )
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