
平成25年度決算にかかる

財務書類４表

【概要版】

平成２６年３月３１日現在

坂出市総務部政策課



　これまでの地方自治体の会計は，「現金主義」を採用しています。

　「現金主義」とは，単年における現金の収入や支出を経理する会計です。しかし，

「現金主義」は，これまでに整備した資産状況や地方債などのストック情報が把握し

にくいという側面があります。

　そのため，全ての資産，負債情報なども把握する必要があることから「発生主義」

の考え方が導入されました。それが「新地方公会計度」のはじまりです。

　住民への行政サービスの低下を防ぐため，これまでに地方自治体の資産・債務管

理に関する公会計整備推進の法律や方針が示されてきました。

　平成１８年８月３１日の地方行革新指針では，財務書類４表（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）の作成・活用等を通じて資産・債

務に関する情報開示と適正な管理を一層進めることが求められています。さらに平

成１９年１０月１７日の「公会計の整備推進について」とともに公表の「新地方公会計

制度実務研究会報告書」では以下のことが明記されています。

　１．地方公共団体は，総務省の「新地方公会計制度研究会」が示した「基準モデ

ル」または「総務省方式改訂モデル」に沿った発生主義・複式簿記の考え方を導入

し，地方公共団体単体および関連団体（土地開発公社など）の連結ベースでの４つ

の財務書類を整備すること

　２．人口３万人以上の都市は平成２１年度中に整備または作成に必要な情報の開

示に取り組むこと

　財務諸表作成方式には，「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」の２種類ありま

す。「基準モデル」は資産台帳をもとに作成し，「総務省方式改訂モデル」は決算統

計データをもとに作成します。全体の約８割の自治体が「総務省方式改訂モデル」を

採用しています。

　坂出市では，平成２０年度決算より「総務省方式改訂モデル」を作成しており，平成

２５年度決算においても「総務省方式改訂モデル」により財務書類４表を作成しまし

た。

新地方公会計制度のはじまり
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①貸借対照表

②行政コスト計算書

③純資産変動計算書

④資金収支計算書

　貸借対照表の現金が１年間でどのように変化したのかを表しています。現金の使い道によって

「経常的収支」「公共資産整備収支」「投資・財務的収支」の３区分に分け，どのような行政活動にい

くら使ったのかが分かります。

財務書類４表とは

資　産

　４月１日から翌年の３月３１日までの１年間の行政サービスを提供する際に発生する支出のうち，

資産形成（土地や建物の購入など）に結びつかない経常的な支出と，行政サービスの直接の対価

として得られた使用料や手数料などの収入を計上しています。

　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，純資産が１年間でどのように変動し

たのかを表しています。

　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。

純資産

負　債

　貸借対照表（バランスシート）は，会計年度末に坂出市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表しています。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，坂出市の財産や負債など，これまでの資産形成の結果を知ることがで

きます。

　貸借対照表は，下図のように資産，負債および純資産から構成されています。

行政サービスを提供するた

めに使う資産

（例：道路，学校，施設）

売れる資産，回収する資産

（例：売却予定土地，

貸付金，未収金）

将来世代の負担

（例：地方債，

将来支払うべき退職金）

国，県の負担，これまで

の世代の負担

（例：補助金，これまでの

世代が負担した税金）
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　…
　歳計現金

　…
　…

支出

　下図のように，財務書類４表では矢印で結ばれている金額が一致します。

　総務省方式改訂モデルにおいて，「発生主義」を採用しており，現金だけではなく資産の動きがわ

かるようになっています。

　さらに「複式簿記」という収入の相手先を把握して，使い道を同時に管理する方法も採用していま

す。

　このように財務書類４表は支出とその財源の対応関係を重視し，行政活動や公共資産の整備など

に対するお金の充て方を明らかにします。

資産 負債

純資産

【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】

―

＝

―

経常行政コスト

経常収益

純経常行政コスト

収入

歳計現金増減額

財務書類４表の関係とは

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

期首純資産残高

純経常行政コスト

一般財源・補助金受入等

科目振替・資産評価替え等

期末純資産残高

―

＋

±

＝＝

＋

＝
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（１）作成モデル

（２）対象会計の範囲

（３）対象となる年度

（４）作成基礎データ

平成２５年度財務書類４表について

１．普通会計財務書類４表の作成基準について

　普通会計を対象としています。普通会計とは，地方公共団体における一般会計と公営企業・公営

事業会計以外の特別会計を合わせたもので，地方財政統計上，統一的に用いられる会計区分で

す。

　坂出市の場合，次の会計を合計したものとなります。

　　・一般会計

　　・王越診療所特別会計

　　・公共用地先行取得事業特別会計

　昭和４４年度以降の「地方財政状況調査」（以下，「決算統計」という。）の数値を基礎として作成し

ています。

　なお，決算統計で把握できない数値については，決算書などから別途算定しています。

　坂出市の普通会計財務書類４表は，「新地方公会計制度実務研究会報告書」に基づき，「総務

省方式改訂モデル」で作成しています。

　対象年度は平成２５年度で，作成基準日は平成２６年３月３１日としています。

　ただし，出納整理期間（平成２６年４月１日～５月３１日）における出納については，基準日までに

終了したものとして算入します。
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(単位：千円）

平成２５年度 平成２４年度 増減 平成２５年度 平成２４年度 増減

公共資産合計 82,264,337 82,491,965 △ 227,628 固定負債合計 23,962,604 23,898,940 63,664

　有形固定資産 82,157,775 82,326,458 △ 168,683 　地方債 19,678,351 18,854,574 823,777

　売却可能資産 106,562 165,507 △ 58,945 　その他 4,284,253 5,044,366 △ 760,113

投資等合計 3,005,922 3,197,825 △ 191,903 流動負債合計 3,325,102 3,259,943 65,159

　投資および 　翌年度償還

　出資金 　予定地方債

　基金等 1,644,989 1,832,588 △ 187,599 　その他 1,160,879 1,168,588 △ 7,709

　その他 350,835 403,645 △ 52,810 負債合計 27,287,706 27,158,883 128,823

流動資産合計 3,671,184 3,070,351 600,833

　現金・預金 3,642,967 3,042,091 600,876 純資産合計 61,653,737 61,601,258 52,479

　（歳計現金） 1,240,018 919,671 320,347

　未収金 28,217 28,260 △ 43

◇項目説明

　有形固定資産 ：公共資産のうち道路や学校など市が現に行政サービスを提供している

　資産の金額。

　売却可能資産 ：公共資産のうち実際に公募している土地や売却可能と見込まれる

　資産の金額。

　投資等　　　　 ：特定の目的で積み立てた基金や出資・貸付金などの総額。

　流動資産　　　 ：現金や財政調整基金等の預金および地方税などの未収金の総額。

　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。

　　　　　※退職手当引当金とは，年度末に特別職を含む全職員が普通退職した場合の見込額。（翌年度予定退職手当額は除く。）

　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

　　　 　地方税など，これまでの世代が負担してきた金額。

◎概要

　平成２５年度末の坂出市の資産は，前年度に比べ１億８，１３０万円増の８８９億４，１４４万円となっていま

す。

　一方で，将来世代の負担である負債は，前年度に比べ１億２，８８３万円増の２７２億８，７７１万円となり，

国・県の補助金やこれまでの世代が負担した純資産は，前年度に比べ５，２４８万円増の６１６億５，３７４万

円となっています。

　【資産の部】のうち有形固定資産は，８２１億５，７７８万円であり，その内訳としては，道路や排水路などの

生活インフラ・国土保全関係が全体の７１．８％を占め，次に学校や社会教育施設などの教育関係が１７．

６％を占めており，これまでに生活基盤施設の整備を進めてきたことがわかります。

　【負債の部】のうち固定負債の地方債と流動負債の翌年度償還予定地方債を合わせた地方債残高は，８

億９，６６４万円増の２１８億４，２５７万円となっています。

181,302

961,592 48,506

88,760,141 181,302 88,941,443

２．普通会計財務書類４表

借　　　方 貸　　　方

88,941,443

【資産の部】 【負債の部】

【純資産の部】

（１）貸借対照表

資産合計
負債＋純資産

合計

2,164,223 2,091,355 72,8681,010,098

88,760,141
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性質別行政コスト計算書 (単位：千円）

平成２５年度 構成比率（％） 平成２４年度 増減

18,611,629 100.0 19,192,246 △ 580,617

人にかかるコスト 4,752,192 25.5 5,053,323 △ 301,131

物にかかるコスト 4,387,549 23.6 4,325,533 62,016

移転支出的なコスト 9,051,373 48.6 9,116,992 △ 65,619

その他のコスト 420,515 2.3 696,398 △ 275,883

1,011,370 1,030,073 △ 18,703

17,600,259 18,162,173 △ 561,914

◇項目説明

　人にかかるコスト ：職員給与や退職金などの人件費。

　物にかかるコスト ：物件費，施設の維持補修費や減価償却費。

　移転支出的なコスト ：社会保障の給付や他会計への繰出金など。

　経常収益 ：使用料・手数料や分担金・負担金など。

　純経常行政コスト ：総コストから受益者負担で賄われた経常収益を引いた一般財源などで

　賄われなければならない額。

目的別経常行政コスト (単位：千円）

平成２５年度 構成比率（％） 平成２４年度 増減

18,611,629 100.0 19,192,246 △ 580,617

生活インフラ・国土保全 2,595,911 14.0 2,652,300 △ 56,389

教育 2,080,011 11.2 2,277,922 △ 197,911

福祉 7,701,587 41.4 7,833,146 △ 131,559

環境衛生 2,008,058 10.8 2,031,266 △ 23,208

産業振興 633,110 3.4 614,260 18,850

消防 760,687 4.1 768,407 △ 7,720

総務 2,183,050 11.7 2,068,702 114,348

議会 228,700 1.2 249,845 △ 21,145

その他 420,515 2.2 696,398 △ 275,883

◎概要

（２）行政コスト計算書

　坂出市の平成２５年度の経常行政コストは１８６億１，１６３万円，経常収益は１０億１，１３７万円で，経常

行政コストから経常収益を差し引いた純経常行政コストは１７６億２６万円となっています。経常収益で賄う

ことができないこの額は，市税などで賄うことになります。

　行政コスト計算書を性質別にみると，移転支出的なコストが９０億５，１３７万円となり一番多く，次に人に

かかるコストが４７億５，２１９万円，物にかかるコストが４３億８，７５５万円となっています。

　目的別にみると，福祉が全体の４１．４％の７７億１５９万円と一番多く，次に生活インフラ・国土保全が１

４．０％で２５億９，５９１万円となっています。

【経常行政コスト】

【経常行政コスト】

【経常収益】

【純経常行政コスト】
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(単位：千円）
平成２５年度 平成２４年度 増減

61,601,258 61,147,771 453,487
純経常行政コスト △ 17,600,259 △ 18,162,173 561,914
一般財源 12,891,727 14,191,758 △ 1,300,031
補助金等受入 4,558,821 4,444,016 114,805
臨時損益 △ 129 △ 7,277 7,148
その他 202,319 △ 12,837 215,156

61,653,737 61,601,258 52,479

◇項目説明
　期首純資産残高 ：前年度末の純資産の残高。
　純経常行政コスト ：行政コスト計算書の最終的なコスト。
　一般財源 ：地方税や地方交付税などの経常的な収入。
　補助金等受入 ：国庫支出金および県支出金の受入金額。
　臨時損益 ：経常的でない特別な事由による損益。
　その他 ：資産評価替え等による変動額。
　期末純資産残高 ：当年度末の純資産の残高。

◎概要

(単位：千円）
平成２５年度 平成２６年度 増減

919,671 1,082,634 △ 162,963
経常的収支① 4,251,227 3,809,838 441,389
公共資産整備収支② △ 832,484 △ 860,311 27,827
投資・財務的収支③ △ 3,098,396 △ 3,112,490 14,094
歳計現金変動額①+②+③ 320,347 △ 162,963 483,310

1,240,018 919,671 320,347

◇項目説明
　経常的収支 ：市税などによる収入，行政サービスの提供に必要となる人件費や

　物件費などの支出。
　公共資産整備収支 ：道路や施設の取得のための地方債や補助金などによる収入，

　普通建設事業費などの支出。
　投資・財務的収支 ：貸付金の回収額などによる収入，基金への積立や地方債の償還など

　の支出。

◎概要

　「経常的収支」で生じた収支余剰（黒字）が４２億５，１２３万円あり，「公共資産整備収支」の収支不足（赤
字）８億３，２４８万円と「投資・財務的収支」の収支不足３０億９，８４０万円を補てんしています。
　「経常的収支」の黒字額が，「公共資産整備収支」と「投資・財務的収支」の収支不足額の合計よりも多い
ため，期首に９億１，９６７万円あった現金が，期末では３億２，０３５万円増加し，１２億４，００２万円となっ
ています。

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

（３）純資産変動計算書

期首純資産残高

期末純資産残高

（４）資金収支計算書

　平成２５年度においては，純経常行政コスト１７６億２６万円に対して，地方税や地方交付税などの一般

財源が１２８億９，１７３万円，国・県の補助金等が４５億５，８８２万円ありました。また，災害復旧事業費や

公共資産除売却損益などの臨時損益によるコストが１３万円となっています。

　その結果，期首に６１６億１２６万円あった純資産残高が５，２４８万円増となり，期末では６１６億５，３７４

万円の純資産となりました。
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（１）坂出市の連結財務書類とは

（２）坂出市の連結対象の範囲

１．坂出市の連結財務書類４表について

連結財務書類４表について

　坂出市では，一般会計で行っている事業以外にも，水道事業や港湾整備事業など，市民の皆様

に密接な関わりを持つ事業を行っています。他にも，土地開発公社や坂出，宇多津広域行政事務

組合などの関係団体と連携協力して実施する行政サービスがあります。

　このように市の財政は一般会計のみで成り立っているわけではないため，連結財務書類は，普通

会計や特別会計に加え，公営企業会計および市が一定割合以上を出資している関係団体や法人

をひとつの行政サービス実施体とみなして作成しています。

　連結財務書類の基礎となる各団体・法人などの個別の財務書類はそれぞれで作成されます。し

かし，会計基準などの違いにより，決算書類の表示科目が異なることから所定の連結財務書類の

科目にそろえるために表示科目の読み替えや，統一した評価方法などを適用するために修正を行

います。

　一部事務組合や広域連合については，各団体の負担割合に応じ比例連結を行います。

　また，連結対象間で行われている資金の出資と受入などの取引は内部取引として相殺消去を行

います。

普通会計
・一般会計

・王越診療所特別会計

・公共用地先行取得事業特別会計

公営企業会計
・水道事業会計

・市立病院事業会計

・坂出港港湾整備事業特別会計

・下水道事業特別会計

・坂出駅北口地下駐車場事業特別会計

公営企業会計以外の特別会計
・国民健康保険特別会計

・国民健康保険与島診療所特別会計

・介護保険特別会計

・介護保険介護予防支援事業特別会計

・後期高齢者医療特別会計

一部事務組合・広域連合
・坂出宇多津広域行政事務組合

・香川県後期高齢者医療広域連合

地方三公社および第三セクター
・坂出市土地開発公社

・財団法人坂出市学校給食会

地
方
公
共
団
体

坂
出
市
の
連
結
会
計
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(単位：千円）

連結会計 普通会計 連単倍率 連結会計 普通会計 連単倍率

公共資産合計 105,962,296 82,264,337 1.3 固定負債合計 40,005,011 23,962,604 1.7

　有形固定資産 105,854,756 82,157,775 1.3 　地方債 33,521,904 19,678,351 1.7

　無形固定資産 978 0 － 　その他 6,483,107 4,284,253 1.5

　売却可能資産 106,562 106,562 1.0 流動負債合計 5,221,378 3,325,102 1.6

投資等合計 2,884,454 3,005,922 1.0 　翌年度償還

　投資および 　予定地方債

　出資金 　その他 2,353,523 1,160,879 2.0

　基金等 2,036,037 1,644,989 1.2 負債合計 45,226,389 27,287,706 1.7

　その他 563,408 350,835 1.6

流動資産合計 10,149,635 3,671,184 2.8 純資産合計 73,769,996 61,653,737 1.2

　資金 9,378,132 3,642,967 2.6

　未収金 746,889 28,217 26.5

　その他 24,614 0 －

◎概要

性質別連結行政コスト計算書 (単位：千円）
連単倍率

2.4

人にかかるコスト 1.5

物にかかるコスト 2.0

移転支出的なコスト 2.9

その他のコスト 4.7

18.8

1.4

◎概要

２．連結財務書類４表

（１）連結貸借対照表

借　　　方 貸　　　方
【資産の部】 【負債の部】

285,009

118,996,385

2,867,855

118,996,385

（２）連結行政コスト計算書

【純資産の部】

資産合計 88,941,443 1.3
負債＋純資産

合計
88,941,443 1.3

1,010,098 0.3

2,164,223 1.3

　【資産の部】では，公共資産合計が普通会計と連結会計との連単倍率が１．３倍となっています。これは，
水道・下水道の施設，病院や坂出，宇多津広域行政事務組合などが計上されたためです。
　また，流動資産の連単倍率が２．８倍となっているのは，病院や水道の資金や未収金が主な要因となって
います。
　【負債の部】では，負債合計の連単倍率が１．７倍となっているのは，下水道事業，水道事業や病院事業
の公営企業地方債が主な要因なっています。

24,769,473
19,020,116
1,967,974

26,289,894

17,600,259
1,011,370

420,515
9,051,373

連結会計

8,560,497
6,971,224

43,789,589【経常行政コスト】

【経常収益】

4,387,549
4,752,192

18,611,629
普通会計

　経常行政コストは，普通会計と連結会計との連単倍率が２．４倍となっております。内訳をみると，「人にか
かるコスト」が１．５倍，「物にかかるコスト」が２．０倍，「移転支出的なコスト」が２．９倍，「その他のコスト」が
４．７倍となっています。
　「移転支出的なコスト」が２．９倍となっているのは，国民健康保険，介護保険，香川県後期高齢者医療広
域連合などの社会保障給付が主な要因となっています。
　経常収益は，連単倍率が１８．８倍となっています。病院事業や水道事業などにおける事業収益や，国民
健康保険，介護保険における療養給付費交付金などの分担金・負担金が主な要因となっています。

【純経常行政コスト】
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(単位：千円）
連結会計 普通会計 連単倍率

72,898,773 61,601,258 1.2
純経常行政コスト △ 24,769,473 △ 17,600,259 1.4
一般財源 12,893,722 12,891,727 1.0
補助金等受入 12,568,493 4,558,821 2.8
臨時損益 △ 129 △ 129 1.0
その他 178,610 202,319 0.9

73,769,996 61,653,737 1.2

◎概要

(単位：千円）
連結会計 普通会計 連単倍率

7,837,774 2,804,543 2.8
経常的収支① 5,869,655 3,709,838 1.6
　支出 40,485,692 16,287,195 2.5
　収入 46,355,347 19,997,033 2.3
公共資産整備収支② △ 844,250 △ 860,311 1.0
　支出 4,292,092 2,468,754 1.7
　収入 3,447,842 1,608,443 2.1
投資・財務的収支③ △ 3,669,211 △ 2,611,979 1.4
　支出 5,029,859 4,116,512 1.2
　収入 1,360,648 1,504,533 0.9
翌年度繰上充用金増減額④ 139,935 0 -
歳計資金変動額①+②+③+④ 1,496,129 237,548 6.3
経費負担割合変更に伴う差額 44,229 0 -

9,378,132 3,042,091 3.1
※普通会計の資金は，財政調整基金，減債基金，歳計現金の合計額です。

◎概要

（３）純資産変動計算書

期首純資産残高

期末純資産残高

（４）資金収支計算書

期首歳計資金残高

期末歳計資金残高

　期首純資産残高は，普通会計の６１６億１２６万円に対し，連結では７２８億９，８７７万円となっています。

当期増減額は８億７，１２３万円増の７３７億７，０００万円となっています。

　「経常的収支」について，支出では連単倍率が２．５倍となっているのは，国民健康保険，介護保険，香

川県後期高齢者医療広域連合における社会保障給付によるものです。一方，収入において連単倍率が

２．３倍となっているのは，国民健康保険，介護保険の分担金・負担金や病院事業や水道事業の事業収入

によるものです。

　「公共施設整備収支」および「投資・財務的収支」において発生した財源不足は，「経常的収支」の黒字に

より充当され，その結果，期末歳計現金残高は，１５億４，０３６万円増の９３億７，８１３万円となっていま

す。
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