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１ 新地方公会計制度と本市の取組について 

 

豊川市では、平成１３年６月にバランスシート（平成１１年度決算）を、平成１４年９

月には行政コスト計算書及び資金収支計算書を追加して公表し、以降平成１９年度決算ま

で３つの財務諸表（普通会計）を公表してきました。 

その後、平成１８年６月に「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」が成立したのを機に、地方公共団体の資産・債務改革の一環として「新地方公

会計制度の整備」が位置付けられました。「新地方公会計制度研究会報告書（平成１８年５

月総務省）」では、「基準モデル（注１）」と「総務省方式改訂モデル（注２）」のいずれか

を選択し、普通会計に特別会計や企業会計を合わせた地方公共団体単体に加え、市の財政

に大きく影響する関係団体等も含む連結ベースでの４つの財務諸表として「貸借対照表（Ｂ

Ｓ）」、「行政コスト計算書（ＰＬ）」、「純資産変動計算書（ＮＷ）」、「資金収支計算書（ＣＦ）」

を作成することとなり、本市においては、より正確な財務状況を把握できることから「基

準モデル」を選択し、平成２０年度決算分から公表してきたところです。 

「基準モデル」から「統一的な基準」への移行 

現在では、全国的に財務諸表の作成・公表が浸透していますが、これまでは「基準モ

デル」のほか、「総務省方式改訂モデル」、「東京都方式」などの複数の作成方式が存在す

ることに加え、同一の作成方式であっても、固定資産台帳の整備状況により差異が生じて

しまうため、団体間での比較が困難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の整備促進に

ついて（大臣通知）」を示し、平成２７年度から平成２９年度までの３年間で、全ての地方

公共団体において「統一的な基準」により財務書類等を作成するよう要請しています。 

これを受け、本市では、これまで準拠してきた「基準モデル」に代わり、平成２８年度

決算から団体間を同じものさしで比較することのできる「統一的な基準」により財務書類

等を作成しました。統一的な基準による固定資産台帳の整備により、中長期的な財政運営

への活用が期待されています。 

 

（注１）基準モデルとは・・・ 

企業会計実務を取り入れ、自治体が保有する全ての資産を公正価値により評価。個々の

取引情報を発生主義により複式記帳して作成するモデルです。 

 

（注２）総務省方式改訂モデルとは・・・ 

既存の決算統計を活用し、段階的に資産台帳整備を行う。一部を除き、過去の建設事業

費の積み上げから簡易的に価値を算定するモデルです。 
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【参考】統一的な基準による地方公会計の整備促進について（総務省 HPより） 

 

＜統一的な基準による地方公会計制度導入の目的＞ 

統一的な基準による地方公会計とは、「現金主義・単式簿記」を基本とする地方公共団

体の会計制度に、「発生主義・複式簿記」といった企業会計的な要素を取り入れ、資産、

負債などのストック情報や引当金のような見えにくいコストを把握し、地方公共団体の

財政状況などをわかりやすく開示するとともに、資産・債務の適正な管理とその有効活

用を図るものです。 

豊川市における会計基準の変更に伴う影響 

本市では、既に「基準モデル」に準拠して、資産を公正な価値（再調達価額等）で評

価し、資産名称や取得年月日などを明記した固定資産台帳を作成していましたが、「統一

的な基準」への移行を機に、固定資産台帳で管理する情報を追加するとともに、会計基

準の変更に伴う固定資産計上額の変更などを行いました。 

会計基準の変更で影響が大きかったものが有形固定資産の評価基準の変更です。特に

インフラ資産（道路、河川、水路等）の土地は、「基準モデル」では原則として再調達価

額（時価）で資産計上していましたが、「統一的な基準」では、昭和５９年度以前に取得

したもの、さらに昭和６０年度以降の取得であっても取得原価が不明なものや無償で取

得したものは、備忘価額１円で計上することとなりました。その他既存の台帳の見直し

を行った結果、インフラ資産以外の土地、建物などの評価基準の変更による影響をあわ

せて、財務書類上の計上金額としては、連結会計ベースで１，８５６億円減少しました。 
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２ 対象となる会計の範囲 

 

４つの財務諸表は、一般会計に土地取得特別会計を加えた「①一般会計等」、①に他の特

別会計や企業会計を加えた「②全体会計」、②に関連団体を含めた「③連結会計」の３つの

ベースで作成しています。なお、統一的な基準への移行で、対象となる会計の範囲に変更

はありませんが、普通会計から「一般会計等」に、単体会計から「全体会計」にそれぞれ

名称が変更されています。 

              

           （注１）   

              

      ・一般会計        

      ・土地取得特別会計        

              

      ・豊川西部土地区画整理事業特別会計       

      ・豊川駅東土地区画整理事業特別会計       

      ・公共下水道事業特別会計       

      ・農業集落排水事業特別会計       

      ・公共駐車場事業特別会計       

      ・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       

      ・水道事業会計       

      ・病院事業会計      

           

      ・愛知県後期高齢者医療広域連合     

      ・東三河広域連合     

      ・豊川市土地開発公社       

      ・豊川市開発ビル（株）       

      ・（公財）豊川市国際交流協会       

      ・（株）本宮       

             

(注１） 連結会計の対象となる団体は、広域連合や市からの出資等の割合が過半数以上の団

体など、本市の事務事業と密接な関連を有する業務を行っている団体を対象として

います。 

 

    

    

   

     

 

【① 一般会計等】 

【②全体会計】 

【③連結会計】 
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３ 財務諸表の種類 

Ⅰ 貸借対照表（バランスシート）：ＢＳ 

貸借対照表は会計年度末（３月３１日）時点（ただし出納整理期間中の増減を含む）に

おける資産や負債等に関する情報を一覧に示したものです。 

 市が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その資産をどのよう

な財源（負債・純資産）で賄ってきたかを示した表で、左側には自治体の財産である資産

を、そして右側には負債及び資産と負債の差額である純資産を表示しています。 

貸借対照表（BS）の概略図 

 

資産 

市が所有している財産 

（庁舎、学校、消防署、道

路、公園、上下水道など） 

負債 
将来世代の負担になるもの 

（地方債、職員の退職手当引当金など） 

 

 
純資産 

過去及び現世代が既に負担したもの 

（地方税、国県支出金など） 

 

○資産 

資産とは、豊川市が所有しているお金・土地・建物などの財産とさまざまな権利（出資

金など）やソフトウエアなどのことです。 

○負債 

負債とは、金銭を借りて返済の義務を負ったものなどのことです。 

○純資産 

純資産とは、総資産から総負債を差し引いたものです。 

 

Ⅱ 行政コスト計算書（損益計算書）：ＰＬ 

 ４月１日から翌年の３月３１日までの１年間の行政活動のうち、福祉サービスやごみの

収集といった「資産形成に結びつかない行政サービスに要する経費（経常費用、臨時損失）」

と、「行政サービスの直接の対価として得られた使用料及び手数料など（経常収益、臨時利

益）」を対比させたものです。 

経常費用と臨時損失の合計から経常収益と臨時利益の合計を差し引いたものが、当該年

度の純行政コストになります。 

 

Ⅲ 純資産変動計算書（株主資本等変動計算書）：ＮＷ 

 貸借対照表の純資産（過去及び現世代が負担した将来返済しなくてもよい資産）が１年

間でどのように増減したかを明らかにするものです。総額としての純資産の変動に加え、

それがどのような財源や要因で増減したかを表示します。 

 

Ⅳ 資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）：ＣＦ 

 １年間の資金の動きを明らかにする計算書です。その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つの区分にわけて表示することで、豊川市のどのよ

うな活動に資金が使われたかを示すものです。 
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※「統一的な基準」への移行に伴う財務諸表の主な変更点 

  Ⅰ 貸借対照表 

    金融資産・非金融資産の区分を、固定資産・流動資産の区分に変更する。 

    有形固定資産の減価償却累計額について、各有形固定資産の金額から直接控除した金額を表示 

    する方法（直接法）から、各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の 

項目をもって表示する方法（間接法）に変更する。 

  Ⅱ 行政コスト計算書 

    経常費用・経常収益の区分に、臨時損失・臨時利益の区分を追加する。 

  Ⅲ 純資産変動計算書 

    本年度差額と行政コスト計算書との関連性を表す純行政コストを追加する。 

  Ⅳ 資金収支計算書 

    経常的収支・資本的収支・財務的収支の区分を、業務活動収支・投資活動収支・財務活動収支 

の区分に変更する。 

 

４ 財務諸表の相互関係 

 

【参考】統一的な基準による地方公会計マニュアル（平成 28年 5月改定）抜粋（総務省 HPより） 

 

５ 掲載数値について 

本書の掲載数値については、原則として表示単位未満を四捨五入しています。単位未満

の計数がある時は「0」を、計数がない時は「－」を表示しています。また、端数調整をし

ていないため、合計金額が一致しない場合がありますので、ご留意ください。 
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６ 財務諸表について 

 

Ⅰ 貸借対照表（ＢＳ） 

 （平成２９年３月３１日現在）              （単位：千円） 

資産の部 負債の部 

  一般会計等 全体会計 連結会計   一般会計等 全体会計 連結会計 

固定資産 315,443,720  431,477,270 434,638,357 固定負債 51,253,828  102,980,365  106,583,536 

有形固定資産 306,246,559  418,433,516 421,677,381  地方債 42,655,906  80,442,150 83,675,255  

(1)事業用資産 129,943,451 144,041,937 147,097,867 長期未払金 30,974 665,520  665,520  

  土土地建物等 198,516,283 214,953,260 219,377,926 退職手当引当金 8,566,948  11,429,899  11,429,899 

減減価償却累計額 △68,572,832 △70,911,323 △72,280,059 あ損失補償等引当金 －  －  －  

(2)インフラ資産 174,772,494 269,881,590 269,881,590 その他 － 10,442,795  10,812,862  

  土土地建物等 204,893,251  364,119,935  364,119,935  流動負債 6,338,434 12,676,058 12,840,780  

   減減価償却累計額 △30,120,757 △94,238,345 △94,238,345 あ 1年内償還予定地方債 4,926,894  7,725,083  7,725,083  

(3)物品 5,283,912  12,742,039  13,616,810   未払金 15,439  2,169,522  2,275,568  

  物品減価償却累計額 △3,753,298 △8,232,049 △8,918,886 未払費用 －  －  11,520  

無形固定資産 13,197  21,768  27,668  前受金 － 455 12,062 

投資その他の資産 9,183,964  13,021,986  12,933,309  前受収益 － － － 

流動資産 13,151,531 27,988,188 30,520,296 賞与等引受金 616,585 1,088,616 1,088,805 

現金預金 3,839,998 15,467,017 16,948,333 預り金 779,516 1,561,667 1,587,940 

未収金 319,083  3,643,874  3,755,102  その他 － 130,715 139,803 

短期貸付金 － －  －      

 基金 9,030,637  9,030,637  9,030,637  負債合計 57,592,262  115,656,423  119,424,316  

 棚卸資産 －  98,692  1,031,493  純資産の部 

その他 －  1,000 7,936  

純資産合計 271,002,989 343,809,035 345,734,337 

徴収不能引当金 △38,187 △253,033 △253,205 

資産合計 328,595,251  459,465,458  465,158,653  負債及び純資産合計 328,595,251 459,465,458  465,158,653  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語説明】 

 資 産：土地、庁舎、学校、道路、公園、上下水道など、将来の 

世代に引き継ぐ社会資本や、現金預金、または基金など 

すぐに現金化可能な財産 

 負 債：地方債（市債）や退職手当引当金など将来の世代の負担 

となるもの 

 純資産：資産から負債を差し引いたもので、過去の世代や国県が 

負担した将来返済しなくてよい財産 
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（１）資産・負債等の状況（平成２９年３月３１日現在：一般会計等） 

          （財産）        （財源） 

 

 

（２）市民 1人あたりの貸借対照表 

※人口は、１月１日時点における住民基本台帳人口で、外国人住民も含んでいます。 

 

（３）純資産比率（＝純資産／総資産） 

企業会計でいう「自己資本比率」に相当し、総資産における返済義務のない純資産の割

合です。 

  Ｈ２８    

一般会計等 ８２．５％     

連結会計 ７４．３％     

 

（４）貸借対照表から分かること（一般会計等ベース） 

豊川市では今までに、一般会計等ベースで３，２８６億円の資産を形成してきました。 

このうち、純資産である２，７１０億円については、過去及び現世代や国・県の負担で

既に支払いが済んでおり、負債である５７６億円については、将来の世代が負担していく

ことになります。 

これまでに形成した資産を市民１人あたりに換算すると、１７６．８万円となっていま

す。また、総資産のうち固定資産が全体の９６．０％を占めています。主なものは、道路、

公園などの土地や、庁舎、学校などの建物になります。 

総資産における返済義務のない純資産の割合、つまり「現在までの世代がどの程度負担

をしてきたか」を表す純資産比率については、８２．５％となっています。 

なお、次年度以降は、経年比較による分析を行います。 

 

（５）会計方針の変更による影響について（一般会計等ベース） 

平成２８年度における資産については、先に述べたように、３，２８６億円となってい

資産 

３，２８６億円 

 負債 ５７６億円 

 
純資産 

 ２，７１０億円 

    Ｈ２８     

資産 
一般会計等 176.8 万円      

連結会計 250.3 万円      

負債 
一般会計等  31.0 万円      

連結会計  64.3 万円      

人口 185,833人      

将来世代の負担 

（地方債、将来支払退職金など） 

過去及び現世代の負担 

(地方税、国・県補助金など) 

年度 

年度 

区分 

区分 
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ます。平成２７年度の５，２１９億円から大きく減少したのは、「基準モデル」では、有形

固定資産等について、原則として再調達価額（時価）で評価していたのに対して、「統一的

な基準」では道路、河川及び水路などのインフラ資産の土地について、昭和５９年度以前

に取得したものや、昭和６０年度以降の取得であっても取得原価が不明なものなどを備忘

価額１円で計上したことが主な要因です。 

 

 

【参考】統一的な基準による地方公会計マニュアル（平成 28年 5月改定）抜粋（総務省 HPより） 

 

 

※統一的な基準への移行に伴う評価基準の主な変更点 

 統一的な基準 基準モデル（従前） 

有形固定資産の 

評価基準 

取得原価が判明しているものは原則と

して取得原価とし、取得原価が不明な

ものは原則として再調達原価。ただし、

道路、河川及び水路の敷地については、

昭和 59年度以前に取得したもの、取得

原価が不明なもの、無償で移管を受け

たものは原則として備忘価額 1円。 

原則として取得原価。ただし、取得額

が不明な場合は、共済保険の算定に用

いる建物の評価額を利用するなど、資

産を公正な価値（再調達価額等）で評

価。 
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Ⅱ 行政コスト計算書（ＰＬ） 

 （平成２９年３月３１日現在）           （単位：千円） 

 一般会計等 全体会計 連結会計 

a．経常費用 51,657,420 100,588,863 116,739,752 

業務費用 28,321,119 50,153,361 51,769,259 

(1)人件費 10,908,393 18,647,127 18,825,788 

(2)物件費等 16,760,559 29,402,474 30,468,729 

(3)その他の業務費用 652,167 2,103,760 2,474,742 

移転費用 23,336,301 50,435,501 64,970,493 

(1)補助金等 5,453,297 39,014,618 35,415,453 

(2)社会保障給付 11,045,618 11,047,379 29,056,399 

(3)他会計への繰出金 6,783,972 － － 

(4)その他 53,413 373,504 498,642 

b．経常収益 2,659,573 21,641,207 22,906,610 

 使用料及び手数料 949,758 19,293,504 19,293,504 

 その他 1,709,814 2,347,703 3,613,106 

c．純経常行政コスト（a-b） 48,997,848 78,947,656 93,833,142 

d．臨時損失 － 15,195 15,381 

e．臨時利益 221,175  334,026  334,158  

純行政コスト（c+d-e） 48,776,673 78,628,825 93,514,366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市民 1人あたりの行政コスト計算書 

※人口は、１月１日時点における住民基本台帳人口で、外国人住民も含んでいます。 

    Ｈ２８     

純経常行政

コスト 

一般会計等 26.4万円      

連結会計 50.5万円      

人口 185,833人      

【用語説明】 

 業 務 費 用   ：人件費や物件費（固定資産の維持管理費）、減価償却費など 

 移 転 費 用     ：市民や他団体に対する補助金や生活保護などの社会保障にか 

かる扶助費など 

 純経常行政コスト：経常費用から経常収益を引いたもので、市税や国・県支出金 

などで賄うべき額 

 臨 時 損 失     ：災害復旧費や資産の売却損など臨時に発生するもの 

 臨 時 利 益     ：資産の売却益など臨時に発生するもの 

 純行政コスト  ：純資産変動計算書の純行政コストと一致 

年度 
区分 
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（２）行政コスト計算書から分かること（一般会計等ベース） 

平成２８年度の経常費用（毎年度、継続的に発生する費用）から経常収益（使用料及び

手数料など）を差し引いた純経常行政コストは、４９０億円となっています。これを市民

１人あたりに換算すると、２６．４万円になります。 

純経常行政コストから臨時損失と臨時利益の差額を加えた純行政コストは、４８８億円

となり、この不足部分については、市税などの一般財源や国・県補助金などで補填されて

おり、後述する純資産変動計算書に記載されています。 

また、経常収益に対する経常費用の割合である受益者負担率は、５．１％となっていま

す。なお、次年度以降は、経年比較による分析を行います。 

 

 

Ⅲ 純資産変動計算書（ＮＷ） 

（平成２９年３月３１日現在）           （単位：千円） 

 一般会計等 全体会計 連結会計 

a．前年度末純資産残高 267,264,194 338,771,415 340,779,215 

b．純行政コスト（△） 48,776,673 78,628,825 93,514,366 

c．財源 52,514,865 83,648,430 98,709,445 

(1)税収等 39,804,891 61,252,653 61,252,980 

(2)国県等補助金 12,709,974 22,395,777 37,456,465 

d．本年度差額（b+c） 3,738,192 5,019,605 5,195,079 

e．資産評価差額 604 604 604 

f．無償所管換等 － － 28 

g．比例連結団体割合変更に伴う差額 － － 0 

h．その他 － 17,411 △240,589 

i．本年度純資産変動額（d+e+f+g+h） 3,738,795 5,037,619 4,955,122 

本年度末純資産残高（a+i） 271,002,989 343,809,035 345,734,337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語説明】 

 税収等：市民税や固定資産税などの地方税や国から交付される地方交付税など 

 資産評価差額：有価証券などの資産の評価差額 

 無償所管換等：寄付などにより無償で取得した固定資産の評価など 

 比例連結団体割合変更に伴う差額：前会計年度に利用した一部事務組合等の比 

 率に変更があった場合の差額 

 

 ※純行政コストは、行政コスト計算書の純行政コストと一致します。但し、純 

資産変動計算書では、純資産の減少要因となり、マイナスとして取り扱うた 

  め、（△）と表記しています。 
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（１）期末純資産残高（一般会計等）   

  Ｈ２８    

純資産残高 271,002,989千円    

 

（２）純資産変動計算書から分かること（一般会計等ベース） 

平成２８年度における期末純資産の残高は、２，７１０億円となり、期首（前年度末残

高）と比較して３７億円の増加となりました。 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上された金額が１年間にどのように

変動したかを明らかにするものです。平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

に得られた財源（税収、地方交付税交付金、国県等補助金など）から純行政コストを差し

引いた本年度差額は、３７億円となり、そこから有価証券等の評価増減額を表す資産評価

差額を加えた本年度純資産変動額も、３７億円となりました。 

これは、資源化施設整備事業をはじめとした大型普通建設事業の整備完了や進捗などに

よる資産の増加に加え、地方債の返済が進み負債が減少したことなどにより、純資産が増

加したものです。この結果、現世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資産が増

加し、その分、将来世代への負担は軽減されたと言えます。なお、次年度以降は、経年比

較による分析を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
区分 
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Ⅳ 資金収支計算書（ＣＦ） 

（平成２９年３月３１日現在）           （単位：千円） 

 一般会計等 全体会計 連結会計 

a．業務活動収支 5,512,371 10,925,290 11,271,739 

(1)業務支出 47,494,956 91,412,042 107,300,547 

(1)うち支払利息支出 299,797 751,367 756,600 

(2)業務収入 53,007,327 102,312,138 118,547,092 

(3)臨時支出 － 9,149 9,149 

(4)臨時収入 － 34,343 34,343 

b．投資活動収支 △4,873,532 △8,706,310 △8,784,797 

(1)投資活動支出 9,767,498 14,593,682 14,672,170 

(2)投資活動収入 4,893,966 5,887,372 5,887,372 

c．財務活動収支 △1,552,969 △2,701,349 △2,772,740 

(1)財務活動支出 5,070,469 7,865,449 8,317,723 

(2)財務活動収入 3,517,500 5,164,100 5,544,984 

d．本年度資金収支額（a+b+c） △914,129 △482,369 △285,798 

e．前年度末資金残高 3,974,611 14,387,719 15,672,465 

f．比例連結割合変更に伴う差額 － － － 

g．本年度末資金残高（d+e+f） 3,060,482 13,905,351 15,386,667 

h．前年度末歳計外現金残高 782,151 1,564,301 1,564,301 

i．本年度歳計外現金増減額 △2,634 △2,634 △2,634 

j．本年度末歳計外現金残高（h+i） 779,516 1,561,667 1,561,667 

本年度末現金預金残高（g+j） 3,839,998 15,467,017 16,948,333 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）期末資金残高（一般会計等） 

  Ｈ２８    

資金残高 3,839,998千円     

 

 

年度 
区分 

【用語説明】 

 業務活動収支：行政サービスを行う中で、毎年度継続的に生じる収入と支出の差 

 投資活動収支：建物の建設などの資産の形成に関係する収入と支出の差 

 財務活動収支：資金の借入やその返済、運用などに関係する収入と支出の差 

 歳計外現金 ：市営住宅の敷金など、どのような支払資金にもあてることができ 

ない、一時的に預かっているもの 

るもの 
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（２）資金収支計算書から分かること（一般会計等ベース） 

地方債の発行額と返済の差額である財務活動収支は、１５億円のマイナスとなっていま

すが、新規借入による収入よりも、返済を多く行ったことで将来世代の負担である負債が

減少していることを示しています。 

また、基礎的財政収支（プライマリーバランス）は、９億円の黒字（業務活動収支＋支

払利息支出＋投資活動収支）となっており、持続可能な財政運営が行われているといえま

す。なお、次年度以降は、経年比較による分析を行います。 

 

７ 主要な財務指標について 

豊川市の財務諸表の分析においては、平成２２年度決算分の公表から経年比較を採用し

ていましたが、団体間を同じものさしで比較することのできる「統一的な基準」が導入さ

れたことにより、平成２８年度決算分は他団体比較を実施しました。 

総務省ホームページ「財務書類の各地方公共団体のホームページにおける公表状況」に

リンクがある類似団体及び東三河５市の数値を集計したものを掲載しています。 

なお、類似団体平均値は、全国にある類似団体（Ⅳ－２（本市を含む１３市））のうち、

４月現在で財務書類等を確認できる９市の平均値を示しています。ただし、各市の面積や

特色に違いがあることや、この財務指標の作成においては、各市で算出式の取り扱いが若

干異なる点などがありますので、あくまでも参考数値となります。 

〈 豊川市の財務指標（他団体比較） 〉 

  
豊川市 

類似団体 

平均値 

東三河５市 

平均値 

BS 

純資産比率 
一般会計等 ８２．５％ ８０．０％ ７９．７％ 

連結会計 ７４．３％ ７１．５％ ７３．８％ 

有形固定資産減価償却率 

（資産老朽化比率） 

一般会計等 ５０．０％ ５６．９％ ６２．２％ 

連結会計 ４５．２％ ５２．４％ ５７．２％ 

社会資本形成の 

世代間負担比率 

一般会計等 １５．５％ １６．０％ １８．０％ 

連結会計 ２１．７％ ２１．６％ ２２．０％ 

市民 1人あたりの 

資産 

一般会計等 176.8 万円 197.3 万円 172.0 万円 

連結会計 250.3 万円 255.3 万円 241.1 万円 

市民 1人あたりの 

負債 

一般会計等 31.0万円 39.4万円 34.9万円 

連結会計 64.3万円 72.8万円 63.2万円 

PL 
市民 1人あたりの 

純経常行政コスト 

一般会計等 26.4万円 30.2万円 30.6万円 

連結会計 50.5万円 54.8万円 54.8万円 

※類似団体平均値及び東三河 5 市平均値は、一般会計等及び連結会計の公表値を、本市が独自集計した上で、そ

れぞれ加重平均した参考値です。 
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（１）純資産比率 

【算出式】純資産比率＝純資産／総資産 

純資産比率とは、総資産に占める純資産の割合を表しています。純資産は過去から現

世代が既に負担したものであり、負債は将来世代の負担と捉えられることから、この割

合が高くなるということは、将来世代に対する負担の先送りを防いでいるということが

いえます。 

  本市の平成２８年度一般会計等決算ベースの純資産比率は８２．５％です。本市にお

いては、地方債の借入額よりも返済を多く行うことにより、負債減少を図っていること

で、純資産比率は類似団体や東三河５市の平均値より良好な状態で、当市の財政状況は

健全であるといえます。 

[一般会計等決算ベース 類似団体平均８０．０％ 東三河５市平均７９．７％] 

 

（２）有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

【算出式】有形固定資産減価償却率＝減価償却累計額／ 

（有形固定資産取得額－土地等非償却資産） 

有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）とは、有形固定資産のうち、償却資産の

取得価額等に対する減価償却額の割合を表しています。この指標で耐用年数に対して、

資産の取得からどの程度経過しているのかを把握することができます。 

  本市の平成２８年度一般会計等決算ベースの有形固定資産減価償却率は５０．０％で

す。本市においては、現在保有している建物や設備の半分が、既に帳簿上の価値を失っ

ているということになります。なお、この指数が高ければ耐用年数を超えて使用してい

る場合が多く、今後の施設等の更新時期や更新費用について留意する必要があります。 

一般会計等決算ベースの他団体との比較では、類似団体や東三河５市の平均値より良

好な状態となっています。他団体に比べて資産の老朽度は低いものの、公共施設の老朽

化が、今後の財政運営に大きな影響を及ぼすことが見込まれることから、長期的な視点

を持ち、ファシリティマネジメントの取り組みを進めていきます。 

[一般会計等決算ベース 類似団体平均５６．９％ 東三河５市平均６２．２％] 

 

（３）社会資本等形成の世代間負担比率 

【算出式】社会資本等形成の世代間負担比率＝（地方債＋１年以内償還予定地方債）／

有形固定資産 

  社会資本等形成の世代間負担比率とは、有形固定資産のうち、将来の返済等が必要な

地方債による形成割合を表しています。この指標で有形固定資産の形成に係る将来世帯

の負担の比重を把握することができます。 

  本市の平成２８年度一般会計等決算ベースの社会資本等形成の世代間負担比率は１５．

５％です。 

一般会計等決算ベースの他団体との比較では、類似団体や東三河５市の平均値より良
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好な状態であり、健全な運営をしているといえますが、今後も将来世代の負担が過度に

大きくならないよう注意が必要です。 

[一般会計等決算ベース 類似団体平均１６．０％ 東三河５市平均１８．０％] 

 

（４）市民１人あたりの資産、負債、純経常行政コスト 

1月 1日時点における住民基本台帳人口（総務省 HP（市町村決算カード）より）で各数値を割り返した指標です。

なお、平成 28年度の本市人口は 185,833人です。 

  貸借対照表がベースとなる本市の市民１人あたりの資産、負債の数値ですが、平成２

８年度一般会計等決算ベースで、資産１７７万円、負債が３１万円でした。過去からの

地方債の繰上償還の実施や借入額の抑制などにより、負債は減少傾向にあります。 

一般会計等決算ベースの類似団体平均は資産１９７万円、負債が３９万円、東三河５

市平均は資産１７２万円、負債が３５万円であり、類似団体や東三河５市と比較して大

きな違いはありません。 

また、行政コスト計算書がベースとなる市民１人あたりの純経常行政コストは一般会

計等決算ベースで２６万円でした。一般会計等決算ベースの類似団体平均は３０万円、

東三河５市平均は３１万円であることから、効率的な行財政運営が行われているといえ

ます。 

しかしながら、社会保障給付費は年々増加しており、今後の財政運営の難しい課題と

なっているため、限りある財源を有効に活用し、将来にわたって行政サービス水準の維

持が図られるよう努めてまいります。 

 

８ まとめ 

平成２８年度決算分の財務諸表を他団体比較した結果、市民１人あたりの資産が類似団

体平均と比べて若干少ないものの、残るすべての指標において、類似団体や東三河５市の

平均値より良好な状態となっており、効率的で健全な財政運営が行われているといえます。 

統一的な基準による地方公会計制度導入に伴い、財務分析に用いられる各種の指標を容

易に算出することが可能になりました。今後、継続して財務諸表を作成していくことで、

経年変化などを含めた財務分析を行ってまいります。また、財政運営の傾向を明らかにし

ていくことにより、分析の結果を活用していくことが可能になります。 

人口減少・少子高齢化が進展している中、財政のマネジメント強化のため地方公会計を

活用し、限られた財源を賢く使う取り組みを進め、持続可能で信頼される行財政運営を目

指していきます。 

－ 15 －




