
*出力条件
*会計年度 ： R2
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 44,149,389 ※ 固定負債 14,492,553

有形固定資産 42,814,024 ※ 地方債 12,749,792
事業用資産 17,003,418 長期未払金 2,760

土地 6,112,598 退職手当引当金 1,740,001
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 22,860,321 その他 -
建物減価償却累計額 △ 13,233,708 流動負債 1,631,872
工作物 2,254,656 1年内償還予定地方債 1,499,194
工作物減価償却累計額 △ 1,161,762 未払金 3,840
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 107,269
航空機 - 預り金 21,569
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 16,124,425
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 171,313 固定資産等形成分 45,028,676

インフラ資産 25,531,890 ※ 余剰分（不足分） △ 15,742,046
土地 11,684,064
建物 86,722
建物減価償却累計額 △ 52,430
工作物 41,950,620
工作物減価償却累計額 △ 28,165,078
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 27,993

物品 909,422
物品減価償却累計額 △ 630,706

無形固定資産 22,410 ※

ソフトウェア 2,401
その他 20,010

投資その他の資産 1,312,955
投資及び出資金 16,845

有価証券 -
出資金 16,845
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 158,782
長期貸付金 0
基金 1,144,835

減債基金 -
その他 1,144,835

その他 -
徴収不能引当金 △ 7,507

流動資産 1,261,665 ※

現金預金 324,335
未収金 40,589
短期貸付金 -
基金 879,277

財政調整基金 834,374
減債基金 44,903

棚卸資産 17,463
その他 -
徴収不能引当金 - 29,286,630

45,411,054 45,411,054 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： R2
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

経常費用 10,954,339 ※

業務費用 5,602,474 ※

人件費 1,488,724 ※

職員給与費 1,148,431
賞与等引当金繰入額 107,269
退職手当引当金繰入額 -
その他 233,023

物件費等 3,961,951
物件費 2,305,746
維持補修費 169,858
減価償却費 1,489,355
その他 △ 3,008

その他の業務費用 151,799
支払利息 68,372
徴収不能引当金繰入額 2,818
その他 80,609

移転費用 5,351,865
補助金等 3,054,032
社会保障給付 906,250
他会計への繰出金 1,388,497
その他 3,086

経常収益 381,780
使用料及び手数料 135,067
その他 246,713

純経常行政コスト △ 10,572,559
臨時損失 25,904

災害復旧事業費 -
資産除売却損 25,904
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト △ 10,598,463

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書
自　令和２年４月１日　

至　令和３年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： R2
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

前年度末純資産残高 29,233,233 45,861,770 △ 16,628,537

純行政コスト（△） △ 10,598,463 △ 10,598,463

財源 10,641,797 ※ 10,641,797 ※

税収等 6,886,432 6,886,432

国県等補助金 3,755,364 3,755,364

本年度差額 43,334 43,334

固定資産等の変動（内部変動） △ 843,167 ※ 843,167 ※

有形固定資産等の増加 1,758,270 △ 1,758,270

有形固定資産等の減少 △ 2,545,013 2,545,013

貸付金・基金等の増加 - -

貸付金・基金等の減少 △ 56,425 56,425

資産評価差額 4,548 4,548

無償所管換等 5,992 5,992

その他 △ 477 △ 467 △ 10

本年度純資産変動額 53,396 ※ △ 833,095 ※ 886,491

本年度末純資産残高 29,286,630 ※ 45,028,676 ※ △ 15,742,046

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産変動計算書
自　令和２年４月１日　

至　令和３年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： R2
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 9,456,596 ※

業務費用支出 4,104,730
人件費支出 1,488,314
物件費等支出 2,475,604
支払利息支出 68,372
その他の支出 72,440

移転費用支出 5,351,865
補助金等支出 3,054,032
社会保障給付支出 906,250
他会計への繰出支出 1,388,497
その他の支出 3,086

業務収入 10,621,792 ※

税収等収入 6,878,584
国県等補助金収入 3,406,019
使用料及び手数料収入 134,094
その他の収入 203,094

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 1,165,196
【投資活動収支】

投資活動支出 1,385,911
公共施設等整備費支出 829,612
基金積立金支出 556,299
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 621,916
国県等補助金収入 349,345
基金取崩収入 250,499
貸付金元金回収収入 433
資産売却収入 21,639
その他の収入 -

投資活動収支 △ 763,995
【財務活動収支】

財務活動支出 1,426,640
地方債償還支出 1,411,472
その他の支出 15,168

財務活動収入 925,600
地方債発行収入 925,600
その他の収入 -

財務活動収支 △ 501,040
△ 99,839

402,606
302,767

前年度末歳計外現金残高 20,338
本年度歳計外現金増減額 1,231
本年度末歳計外現金残高 21,569
本年度末現金預金残高 324,335 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

資金収支計算書
自　令和２年４月１日　
至　令和３年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



《注記》 

 

１．重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

①有形固定資産･････････････････････････････・・取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････・･再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの･･････････････取得原価 

取得原価が不明なもの････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

②無形固定資産･･････････････････････････････・取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの･･･････････････・･取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････・再調達原価 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

①満期保有目的有価証券 

該当なし 

②満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格（売却原価は移動平

均法により算定） 

イ 市場価格のないもの････････････････････・･取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③出資金 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格（売却原価は移動平

均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   24 年～50 年 

工作物  10 年～50 年 

物品   ３年～20 年 

②無形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法 

③所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリ

ース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

・・･･････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

  



（４）引当金の計上基準及び算定方法 

①投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が

著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上します。今回は計上していません。 

②徴収不能引当金 

未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収

不能見込額を計上します。今回は計上していません。 

長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討

し）、徴収不能見込額を計上しています。 

長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、

徴収不能見込額を計上しています。 

③退職手当引当金 

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支

給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうちかつらぎ町へ按分される

額を加算した額を控除した額を計上しています。 

④損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上します。今回は計上していません。 

⑤賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額に

ついて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

（５）リース取引の処理方法 

①ファイナンス・リース取引 

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース料総額が

300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

・・・・・・・・・・・通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

イ ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

②オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んで

います。 

（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

①物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産として

計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

  



②資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 60 万円未満であるとき、又は固定資産の

取得価額等のおおむね 10％未満相当額以下であるときに修繕費として処理しています 

③会計間の相殺消去 

会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。 

２．重要な会計方針の変更等 

   該当なし 

 

３．重要な後発事象 

   該当なし 

 

４．偶発債務 

   該当なし 

 

５．追加情報 

（１）対象範囲等 

①一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

一般会計 

シビックセンター特別会計 

花園地域交流推進施設運営事業特別会計 

②地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期

間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

③各項目の金額千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

④地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － 10.4 62.5 

⑤利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 

該当なし 

⑥繰越事業に係る将来の支出予定額 

繰越明許費（一般会計）   1,150,875 千円 

⑦過年度修正等に関する事項 

該当なし 

（２）基準変更による影響額等 

①総務省改訂モデルから統一的な基準へ変更したことによる影響額等は次のとおりです。 

ア 財務書類の対象となる会計の変更 

  該当なし 

イ 有形固定資産の評価基準の変更等による主な影響額 

  該当なし 

 

 



②売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲」 

すべての普通財産（令和 3 年 3 月 31 日時点の簿価） 

土地   881,812 千円 

建物   133,292 千円 

③減価償却累計額 

事業用資産／建物       13,233,708 千円 

事業用資産／工作物      1,161,762 千円 

インフラ資産／建物         52,430 千円 

インフラ資産／工作物     28,165,078 千円 

物品                  630,706 千円 

④減債基金に係る積立不足の有無及び不足額 

減債基金に係る積立不足額・・・無 

⑤基金借入金（繰替運用）の内容 

年度内繰替運用総額 0 千円 

⑥地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含

まれることが見込まれる金額                   14,248,986 千円 

⑦将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素） 

標準財政規模                             6,137,823 千円 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額  1,179,702 千円 

将来負担額                              19,014,641 千円 

充当可能基金額                            2,254,792 千円 

特定財源見込額                            1,219,371 千円 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額     12,441,023 千円 

⑧地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額 

該当なし 

⑨管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登記が行われてい 

ない法定外公共物は次のとおりです。なお、当該資産は貸借対照表の資産に計上されません。 

該当なし 

⑩ＰＦＩ事業に係る資産 

該当なし 

（４）行政コスト計算書に係る事項 

該当なし 

 

 

（５）純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

①固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 

②余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 



（５）資金収支計算書に係る事項 

 

①基礎的財政収支            401,201 千円 

②既存の決算情報との関連性                                      （千円） 

 収入(歳入) 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 12,557,352 12,254,698

財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 △388,044 14,449

資金収支計算書 12,169,308 12,269,147

地方自治法第 233 条第 1 項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲としているのに対

し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、歳入歳出決算書と資金収支計算書

はシビックセンター特別会計、花園地域交流推進施設運営事業特別会計の分だけ相違します。 

③資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

資金収支計算書 

業務活動収支              1,165,196 千円 

 投資活動収入の国県等補助金収入      349,345 千円 

 未収債権、未払債務等（増減額）       28,365 千円 

 減価償却費              △1,489,355 千円 

 賞与等引当金繰入金（増減額）       △107,269 千円 

 退職手当引当金繰入額（増減額）           0 千円 

 徴収不能引当金繰入額（増減額）       △2,818 千円 

 資産除売却益                   0 千円 

 資産除売却損               △25,904 千円 

 その他の資産・負債の増減額         125,774 千円 

純資産変動計算書の本年度差額          43,334 千円 

④一時借入金 

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。 

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。 

一時借入金の限度額        1,530,000 千円 

一時借入金に係る利子額          －千円 

⑤重要な非資金取引 

なし 



【令和２年度一般会計等財務書類の分析】 

 

 

（単位：千円）

●主な指標 R02

純資産 29,286,630

資産合計 45,411,054

純資産比率（％）＝純資産÷資産合計×１００ 64.5

地方債（特例地方債を除く） 14,248,986

有形・無形固定資産 44,149,389

将来世代負担比率（％）＝地方債（特例地方債を除く）÷有形・無形固定資産×１００ 32.3

減価償却累計額 43,243,684

土地 17,796,662

有形固定資産減価償却率（ ％） ＝減価償却累計額÷（ 有形固定遺産- 土地等非償却資産+ 減価償却累計額） ×１００ 62.1

経常収益 381,780

経常費用 10,954,339

受益者負担比率（％）＝経常収益÷経常費用×１００ 3.5

純経常行政コスト 10,572,559

財源 10,641,797

行政コスト対財源比率（％）＝純経常行政コスト÷財源×１００ 97.1

資産合計 45,411,054

歳入総額 12,169,308

歳入額対資産比率（％）＝資産合計÷歳入総額 3.7

業務収入 10,855,284

業務支出 9,456,596

臨財債発行可能額 220,492

将来負担額 19,014,641

充当可能基金残高 2,254,792

償還可能年数(年）＝（将来負担額－充当可能基金残高）÷（業務収入等－業務支出） 10.4

※総資産＝固定資産

※地方債は貸借対照表の固定負債の地方債等と流動負債の一年以内償還予定地方債等の合計額

※歳入合計は資金収支計算書の各部（業務収入、投資活動収入、財務活動収入）の収入額合計

　（臨時収入を含む）及び前年度資金残高の合計

※業務収入等＝業務収入＋減収補填債特例分発行額＋臨時財政対策債発行可能額



１．純資産比率（過去及び現世代負担比率）及び将来世代負担比率 

 これまでの過去及び現世代による負担と将来世代の負担の割合を見ることができま

す。今まで豊かな財源等があった場合で、地方債の発行を抑制してきたのであれば、

「純資産比率」が高く、「将来世代負担比率」が低くなります。また、逆に地方債によっ

て社会資本形成を継続的に行っていけば、「将来世代負担比率」が高く、「純資産比

率」は低くなります。多くの地方公共団体では、「純資産比率」は５０～９０％の間、将来

世代負担比率は１０～４０％の間と言われています。かつらぎ町は「純資産比率」 

６４．５％、「将来世代負担比率」３２．２％であり、全国平均でよいバランスといえますが、

やや将来世代負担比率が高い部類に属することから、地方債の発行により社会資本

形成を行ってきたことがわかります。 

 世代間の負担のあり方については、将来世代も公共資産を利用することからコストを

負担すべきとの考えがある一方で、過去の公共施設やインフラは老朽化が進み人口

減と税収入の大幅な増加が見込まれない中、将来世代の負担が大きくならないよう、

適正な配置と整備を行う必要があります。 

 

２．有形固定資産減価償却率 

 有形固定資産のうち、土地以外の建物などの償却資産の取得価格に対する減価償

却累計額の割合です。耐用年数と比べ、償却資産の取得時からどの程度経過してい

るか、地方公共団体の所有する資産の老朽化の進み具合を把握します。多くの地方

公共団体では、３５～５０％となっており、５０％以上になると、現在保有する建物や設

備の半分程度が帳簿上の価値を失っており、更新時期に留意する必要があるとされ

ています。 

 公共施設の老朽化対策は全国的な問題となっており、かつらぎ町においても日本の

経済成長に伴い、昭和４０年代半ばから昭和５０年代にかけて多くの公共施設やイン

フラを建設・整備してきました。「有形固定資産減価償却率」６２．１％が示すとおり、現

在ではこれらの施設の老朽化が進行し、次々と更新の時期を迎えることから、維持管

理費に加え、改修や更新にかかるコストが必要になってきていることを、財政運営の視

野に入れる必要があると考えられます。 

 

３．受益者負担比率等 

 行政コスト計算書における経常収益は、使用料及び手数料など受益者負担の金額

を表します。経常収益の経常費用に対する割合を算定することで、受益者負担割合を

算定しています。多くの地方公共団体の一般会計等では、３～８％と考えらており、か

つらぎ町の「受益者負担比率等」３．５％は平均的な値ですが、長期的には税収の減

少が予想されるなかで、持続的に行政サービスを提供していくには、受益者の負担増

加も検討する必要があります。 



４．行政コスト対財源比率 

 純経常行政コストに対する財源の比率を見ることで、当年度の行政コストから受益者

負担分を控除した純経常行政コストに対して、どれだけが当年度の負担で賄われたか

がわかります。比率が１００％を下回っている場合は、翌年度以降へ引き継ぐ資産が蓄

積されたか、または翌年度以降の負担が軽減されたことを表します。逆に、比率が 

１００％を上回っている場合は、過去から蓄積した資産が取り崩されたか、または翌年

度以降の負担が増加したことを表し、経常的な行政運営に係る状況が、行政コスト対

財源比率が１００％を上回る状況とは、経常的な行政コストを税収入等（補助金・起債

等含む）では賄えない状況ということになります。かつらぎ町は「行政コスト対財源比率」

が９７．１％であり、令和 2 年度は経常的な行政コストを当年度の負担で賄えたことにな

ります。引き続き、過度に現世代の負担を超えた行政サービスを控え、今後の税収等

の減少や経常経費の増加による財源不足に備える必要があります。 

 

５．歳入額対資産比率 

 歳入総額に対する資産の比率を算定し、今まで形成されたストックである資産が何

年分の歳入規模に匹敵するかがわかります。多くの地方公共団体が３．０～７．０となっ

ており、かつらぎ町も３．７となっています。 

 

６．地方債の償還可能年数 

 地方債を経常的に確保できる資金（行政サービス提供に関する収支である業務活

動収支の黒字額）で返済した場合に、何年で返済できるかを表す指標で、借金の多

寡や債務返済能力を見ます。地方債残高が増加すると、地方債の償還可能年数が上

昇します。多くの地方公共団体では３～８年ほどと言われていますが、かつらぎ町は 

１０．４年となっており、他の団体と比べて地方債残高が多く、地方債の負担が重い状

況になっているといえます。今後もかつらぎ西部公園整備や妙寺団地建替などの大

規模事業による地方債の増加が予想されますが、過度な地方債残高とならないよう計

画的に、世代間の負担の公平性に留意する必要があります。 


