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１ 作成の背景 

平成１８年８月に総務省より通知された「地方公共団体における行政改革の更なる推

進のための指針」において地方公会計改革として、発生主義の活用及び複式簿記の考え

方の導入を図り、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

の財務書類４表を整備するよう方針が通知されました。 

これを受け、公会計の整備の推進に取り組むこととし、平成２０年度決算から財務書

類を作成し、公表しています。 

 

２ 四條畷市の作成方針 

公表すべき財務書類の作成にあたっては、「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」

の２つの方式のうち、どちらかを選択し整備することとされており、両モデルの特徴を

比較検討し、「総務省方式改訂モデル」による財務書類４表を作成しました。 

「総務省方式改訂モデル」は、全ての固定資産を資産台帳に基づき公正価値により資

産評価を行う「基準モデル」に比べ、公有財産等の貸借対照表計上額に精緻さを欠くと

いう課題があるものの、既存の決算統計情報を活用して作成できるため、導入にあたっ

ては整備を進めやすいとされていることから、本方式を採用しています。 

 

３ 財務書類４表とは 

従来の地方公共団体の会計制度では、企業会計で採用する発生主義（取引の発生時点

で会計上認識する）ではなく、年度を単位とする現金主義が採用されており収入と支出

の差し引きを記録する単式簿記の方法であるため、所有する資産の減価償却など資産評

価等の記録は行われてきませんでした。そのため、市が所有する資産の価値が不明な状

態でした。 

新地方公会計制度導入により「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」の財務書類４表を作成することで、資産や負債情報を把

握でき、発生した経費を会計上含めることで、より効率的で長期的視野に立った行財政

運営を行うための指標となります。 

 

（１）貸借対照表（バランスシート） 

自治体が住民サービスを提供するために保有している資産と、その資産をどのよ

うな財源（負債・純資産）で賄ってきたかを対照表示した一覧表です。 

「負債」は将来返済しなければならない債務であり、次の世代が負担しなければ

いけない金額を示します。一方「純資産」は、これまでの世代が負担してきた金額

を示しています。 

財務書類（財務 4 表）とは 
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表左側の「資産」と、表右側の「負債」と「純資産」の合計が一致していること

から、バランスシートとも呼ばれています。 

 

（２）行政コスト計算書 

１年間の行政活動のうち、職員人件費、ごみの収集などの物件費、生活保護費な

どの社会保障給付といった資産形成に結びつかない行政サービスに係る費用と、そ

の行政サービスの直接の対価として得られた収益を対比させた財務書類です。 

 

（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

かを表している財務書類です。純資産の部は今までの世代が負担してきた部分です

ので、１年間で今までの世代が負担してきた部分が増えたのか減ったのかが分かる

ことになります。 

 

（４）資金収支計算書 

行政活動に伴う現金等の資金の流れの情報を、その性質に応じて「経常的収支の

部」、「公共資産整備収支の部」及び「投資・財務的収支の部」の３つに区分し、

表示した財務書類です。 

自治体のどのような活動に資金が必要とされ、それをどのように賄ったのかが分

かるとともに、現金をどのような性質の活動で獲得し、または使用しているのかを

読み取ることができます。 
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１ 財務書類の作成方法等 

（１）作成基準日 

① 貸借対照表 ～ 平成２６年３月３１日現在 

② 行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書 

～ 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの期間 

※出納整理期間中の収支については、基準日までに処理されたものとして反映し

ています。 

 （２）対象範囲 

普通会計 一般会計・土地取得特別会計 

 

≪普通会計≫ 

Ⅰ 賃借対照表 

＜ 資産の部 ＞ 

１ 公共資産 

（１）有形固定資産 

市が住民サービスのために使用する所有資産（動産・不動産等）を、決算統計の

普通建設事業費を取得原価として算定し、行政目的分野別に表示しています。 

他団体（民間団体等）へ支出した補助金等により形成された資産については算入

していません。（※１ 他団体及び民間への支出金により形成された資産欄に表示さ

れている額） 

（２）売却可能資産 

有形固定資産のうち現在行政目的として、使用されていない資産（遊休資産・未

利用資産）のうち、売却することで現金化することが可能と見込まれる資産となり

ます。 

 

【四條畷市の公共資産】 

四條畷市の有形固定資産は、５３２億４，５２４万１千円で資産全体の９２．７％を占

めています。 

有形固定資産を行政目的別に見てみると、学校、文化教育施設などの「教育」に係る分

野が２３３億３，４８８万２千円と最も高い割合を占めており、次いで道路や公園などの

「生活インフラ・国土保全」に係る分野が２２９億７，５１７万１千円、本庁舎や支所な

どの「総務」が３６億９，６６３万３千円の順となっています。 

売却可能資産については、四條畷市が保有している有形固定資産のうち、次年度に売却

することが可能と見込まれる資産３億７，０７７万５千円を計上しています。 

四條畷市財務諸表の解説 
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２ 投資等 

（１）投資及び出資金 

① 投資及び出資金 

市が公益上の必要な団体等へ投資または出資する額です。 

② 投資損失引当金 

投資、出資金のうち、将来的に回収できないと見込まれる額を引当計上します。 

（２）貸付金 

市が財政的援助として各種団体等へ貸付を行っている資金の残高ですが該当あり

ません。 

（３）基金等 

① 退職手当目的基金 

退職手当支払いに備えて積み立てている基金の残高です。 

② その他特定目的基金 

公共施設の整備、社会福祉の充実など特定の目的のために積み立てている基金の

残高です。 

③ 土地開発基金 

公益事業のために必要な土地を円滑な事業執行を図るため、あらかじめ取得する

ことを目的とした基金の残高ですが該当ありません。 

④ その他定額運用基金 

生活福祉資金貸付を運用するための基金の残高です。 

⑤ 退職手当組合積立金 

退職手当組合が保有する資産のうち当該自治体の資産相当額です。ただし、四條

畷市の場合、退職手当の支給に関する事務を単独で実施しているため該当ありませ

ん。 

（４）長期延滞債権 

市税や使用料、負担金等の前年度以前に調定した債権（滞納繰越）の未収額です。 

（５）回収不能見込額 

長期延滞債権のうち、翌年度以降に回収することが不能と見込まれる額です。 

 

【四條畷市の投資等】 

投資及び出資金は、４，８５３万円で資産全体の０．１％を占めています。 

主な出資先として、水道事業会計３，７００万円、四條畷市土地開発公社５００万円等

があります。現在、回収不能と見込まれる投資、出資金はありません。 

基金等は、その他特定目的基金では公共施設整備基金４億６，００２万１千円、福祉基

金２億６，０８８万４千円、緑化基金９，０５０万６千円、文化財愛護基金４，０９８万

９千円となっています。その他定額運用基金は生活福祉資金貸付基金が該当します。 
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長期延滞債権は、３億７，８２７万１千円で資産全体の０．７％を占めています。この

うち市税が２億５，８７４万１千円で全体の６８．４％と、大きな割合を占めています。 

回収不能見込額は、基本的に過去５年の同種の債権ごとの不能欠損実績率を使用して算

出しており、１億３，０８８万２千円を見込んでいます。 

 

３ 流動資産 

（１）現金・預金 

① 財政調整基金 

財源を調整する基金として、大幅な減収や臨時的な支出などに備えて積み立てて

いる基金です。 

② 減債基金 

公債費の償還を計画的に行うための基金です。 

③ 歳計現金 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支の黒字額です。 

（２） 未収金 

① 地方税 

市税の現年度調定分の債権の未収額です。 

② その他 

市税以外の現年度調定分の債権の未収額です。 

③ 回収不能見込額 

現年度調定分の債権のうち、将来的に回収することが不能と見込まれる額です。 

 

【四條畷市の流動資産】 

短期間のうちに現金化することが可能で債務の返済等に利用することができる資産を計

上しています。 

現金預金は、２０億２３８万４千円で資産全体の３．５％を占めています。 

歳計現金は、平成２５年度の歳入決算１８２億９，９６１万４千円から歳出決算１７６

億６，１３３万９千円を差し引いた６億３，８２７万５千円の黒字額を計上しています。 

未収金は、決算書の収入未済額のうち長期延滞債権へ計上した額を除き、市税とその他

に分けて計上しています。 

回収不能見込額は、基本的に過去５年の同種の債権ごとの不能欠損実績率を使用して算

出しており、７，７４５万３千円を見込んでいます。 
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＜ 負債の部 ＞ 

１ 固定負債 

（１）地方債 

有形固定資産を形成するため、市が発行した地方債の平成２５年度末残高から平

成２６年度元金償還予定額を差し引いた額です。 

（２）長期未払金 

① 物件の購入等 

② 債務保証又は損失補償 

③ その他 

債務負担行為で平成２６年度以降支払予定額（支払いが確定した債務）のうち、

平成２６年度支払予定額を差し引いた額です。 

（３）退職手当引当金 

年度末に仮に特別職を含む全職員が一斉に普通退職した場合の引当額です。 

（４）損失補償等引当金 

市が補償した債務の負担見込額の引当額です。 

 

【四條畷市の固定負債】 

地方債のうち平成２７年度以降に償還する金額は１５４億３，９９３万８千円で負債・

純資産全体の２６．９％を占めています。次世代の負担抑制のため地方債の新規発行の抑

制により圧縮に努めています。 

長期未払金は１億８１９万７千円で負債・純資産全体の０．２％を占めています。 

このうち、物件の購入等として、田原小学校・中学校の建設に係る都市再生機構が立替施

行した割賦支払額３，３０１万５千円を計上しています。その他として、過去に財政運営

上の必要性から会計年度を越えて基金からの借り入れを実施したことに伴う基金借入金返

還金７，５１８万２千円を計上しています。 

退職手当引当金は１５億６，６０５万円で負債・純資産全体の２．７％を占めています。

ただし、平成２６年度に支払予定の退職手当は流動負債に別途計上しています。 

 

２ 流動負債 

（１）翌年度償還予定地方債 

有形固定資産を形成するため、市が発行した地方債の平成２６年度元金償還予定

額です。 

（２）短期借入金（翌年度繰上充用金） 

平成２５年度決算において赤字決算となった場合、翌年度収入を繰り上げて赤字

を補てんした場合計上しますが、該当ありません。 
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（３）未払金 

債務負担行為のうち債務が確定し、平成２６年度に支出する予定額です。 

（４）翌年度支払予定退職手当 

平成２６年度の退職手当の支払予定額です。 

（５）賞与引当金 

平成２６年度に支給される賞与（平成２６年６月支給分）のうち平成２５年度に

支給原因が発生した分を計上します。 

※ ６月賞与の支給原因は、１２月から５月までの６か月間の労働の対価のため、１２

月から３月までの期間相当分については、平成２５年度に発生した負債と認識します。 

このため、平成２６年６月支給予定の期末手当及び勤勉手当のうち、６分の４を計

上しています。 

 

【四條畷市の流動負債】 

地方債のうち平成２６年度に元金償還する金額は１８億９，６５６万７千円で、負債・

純資産全体の３．３％を占めています。 

平成２５年度の歳入歳出差引による決算額が６億３，８２７万５千円の黒字であったた

め、短期借入金（翌年度繰上充用金）については該当ありません。 

未払金は、１億２，５３２万円で負債・純資産全体の０．２％を占めています。都市再

生機構立替施行割賦支払額２，７４５万９千円と基金借入金返還金９，７８６万１千円を

計上しています。 

 

＜ 純資産の部 ＞ 

１ 公共資産等整備国府補助金等 

住民サービスを提供するための財産を取得した際の財源のうち、国・府から受け入れ

た補助の額です。 

【四條畷市の公共資産等整備国府補助金等】 

住民サービスを提供するための財産を取得した財源のうち、国・府の補助金額は７９億

８，３１３万７千円で、負債・純資産全体の１３．９％を占めています。 

 

２ 公共資産等整備一般財源等 

住民サービスを提供するための財産を取得した際の財源のうち、公共資産等整備国・

府補助金等、地方債、債務負担行為以外の一般財源の額です。 

 

【四條畷市の公共資産等整備一般財源等】 

住民サービスを提供するための財産を取得した財源のうち、一般財源等は３７５億６０

８万３千円で、負債・純資産全体の６５．３％を占めています。 
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３ その他一般財源等 

公共資産等以外の資産から、公共資産等整備財源以外の負債を差し引いた額で、翌年

度以降自由に使うことのできる財源となります。 

 

【四條畷市のその他一般財源等】 

△７５億９，３５９万７千円となっており、翌年以降に使用できる財源の一部が７５億

９，３５９万７千円拘束されていることを示しています。 

これは、地方交付税の代替措置として発行が認められている臨時財政対策債や減税補て

ん債など資産形成を伴わない赤字地方債に対する備えや退職手当引当金に対する退職手当

基金が十分に蓄えられていないことが要因となっています。 

しかし、臨時財政対策債や減税補てん債に対する償還財源は、将来の地方交付税で財源

補償されているため、この収入で賄うことになります。 

 

４ 資産評価差額 

「売却可能資産」の取得価格と売却可能額との差額や公共資産の評価替によって変 

動した額です。 

 

【四條畷市の資産評価差額】 

平成２６年度予算において財産売払収入として計上している資産の取得価格と売却可能 

額との差額の２億２，３１２万１千円を計上しています。 

 

Ⅱ 行政コスト計算書 

＜ 経常行政コスト ＞ 

１ 人にかかるコスト 

（１）人件費 

職員等に対して支払われた当該年度の決算額から、当該年度に支払った退職手当

と前年度賞与引当金計上額を除いた金額です。 

（２）退職手当引当金繰入等 

当該年度と前年度の退職手当引当金の差額に、当該年度に支払った退職手当を加

えた金額です。 

（３）賞与引当金繰入額 

貸借対照表に計上した賞与引当金を計上します。 

 

【四條畷市の人にかかるコスト】 

行政サービス提供に係る、「人にかかるコスト」は２７億３，５４０万３千円で、経常

行政コスト全体の１９．０％を占めています。 
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性質別に見ると、給料・報酬などの「人件費」が「人にかかるコスト」の大半を占めて

います。 

目的別では、「福祉」、「総務」、「教育」、「消防」の合計で２１億３，２３４万５

千円となり、「人にかかるコスト」中の７８．０％を占めています。 

 

２ 物にかかるコスト 

（１）物件費 

物品購入費や事務事業を民間に委託する金額などです。 

（２）維持補修費 

市が管理する公共施設等の維持管理、補修のための金額などです。 

（３）減価償却費 

有形固定資産（土地を除く）の当該年度の減価償却による価値の減尐分です。 

 

【四條畷市の物にかかるコスト】 

行政サービス提供に係る、「物にかかるコスト」は３０億６，４３４万６千円で、経常

行政コスト全体の２１．２％を占めています。 

性質別に見ると、「物件費」が２０億１，４５９万８千円で、「物にかかるコスト」の

中の６５．７％、有形固定資産の価値の減尐分である「減価償却費」が９億８，５３３万

９千円で３２．２％を占めています。 

目的別では、小・中学校や社会教育施設など有形固定資産を多く抱える「教育」が９億

９，７２７万７千円で「物にかかるコスト」中の３２．５％を占め、次いでごみ収集・処

理委託料などを多額に要する「環境衛生」が７億９，６６３万１千円で２６．０％となっ

ています。 

 

３ 移転支出的なコスト 

（１）社会保障給付 

法令等に基づき、市が被扶助者に対し給付した金額などです。 

（２）補助金等 

一部事務組合など他の地方公共団体や民間団体に対し、公益活動のために市が交

付した金額などです。 

（３）他会計等への支出額 

特別会計などの他会計に対し支出した繰出金の金額です。 

（４）他団体への公共資産整備補助金等 

普通建設事業費のうち、他団体が市から受けた補助金を財源とし公共資産整備を

行った場合の当該補助金額です。 
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【四條畷市の移転支出的なコスト】 

行政サービス提供に係る、「移転支出的なコスト」は８３億７，５０６万４千円で、経

常行政コスト全体の５８．１％を占めています。 

項目別に見ると、生活保護費や児童手当などの「社会保障給付」が４９億１，８３０万

７千円で「移転支出的なコスト」の中の５８．７％、次いで下水道事業会計や国民健康保

険特別会計などへの繰出金にあたる「他会計等への支出額」が２３億６，２０１万円で２

８．２％を占めています。 

目的別では、生活保護費、児童手当、国民健康保険特別会計などへの繰出金を要する「福

祉」が６７億３，４３２万７千円で「移転支出的なコスト」の中の８０．４％を占めてい

ます。 

 

４ その他のコスト 

（１）支払利息 

地方債や一時借入金にかかる支払利息の金額です。 

（２）回収不能見込計上額 

当該年度と前年度の回収不能見込額の差額に当該年度の不納欠損額を加えた金額

です。 

（３）その他行政コスト 

当該年度と前年度長期未払金・未払金の差額です。 

 

【四條畷市のその他のコスト】 

行政サービス提供に係る、「その他のコスト」は２億４，０３９万円で、経常行政コス

ト全体の１．７％を占めています。 

項目別に見ると、地方債・一時借入金の利息である「支払利息」が２億９，０４８万６

千円、都市再生機構が立替施行した田原小学校・中学校に対する長期未払金・未払金など

「その他行政コスト」は△１億６，５６１万６千円となっています。 

 

＜ 経常収益 ＞ 

１ 使用料・手数料 

使用料、手数料の金額です。国・府補助金や一般財源等は含まず、受益者負担のみ 

を計上しています。 

 

【四條畷市の使用料・手数料】 

経常収益のうち、「使用料・手数料」は２億６，５５８万３千円で、経常収益全体の５

０．０％を占めています。 

目的別に見ると、ごみ収集手数料などを含む「環境衛生」が７，８６２万６千円で「使
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用料・手数料」の中の２１．５％を占め、次いで公立保育所保育料などを含む「福祉」が

７，５５７万５千円で２８．５％となっています。 

 

２ 分担金・負担金・寄附金 

分担金、負担金、寄附金の金額です。国・府補助金や一般財源等は含まず、受益者 

負担のみを計上しています。 

 

【四條畷市の分担金・負担金・寄附金】 

経常収益のうち、「分担金・負担金・寄附金」は２億６，６０８万１千円で、経常収益

全体の５０．０％を占めています。 

目的別に見ると、民間保育所への委託分の保育料などを含む「福祉」が２億２，０５３

万１千円で「分担金・負担金・寄附金」の中の８２．９％と大部分を占めています。 

 

＜ （差引）純経常行政コスト ＞ 

１ 純経常行政コスト 

経常行政コストから経常収益を差引きした金額です。 

 

【四條畷市の純経常行政コスト】 

行政サービスの提供のために要した経費である「経常行政コスト」の合計１４４億１，

５２０万３千円から行政サービスに対して受益者負担により得られた収入である「経常収

益」の合計５億３，１６６万４千円を差引いた１３８億８，３５３万９千円は、受益者負

担で賄うことができない経費である「純経常行政コスト」となります。 

受益者負担で賄うことができない「純経常行政コスト」は市税や地方交付税など歳入で

賄うこととなります。 

 

Ⅲ 純資産変動計算書 

 

１ 期首純資産残高 

前年度末の貸借対照表における純資産残高です。 

 

２ 純経常行政コスト 

行政コスト計算書における純経常行政コストの金額です。 

 

３ 一般財源 

（１）地方税 

当該年度の市税収入額に市税に係る長期延滞債権・未収金として新たに貸借対照
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表に計上したものを加えた金額です。 

（２）地方交付税 

当該年度の普通交付税及び特別交付税の金額です。 

（３）その他行政コスト充当財源 

当該年度の地方譲与税、地方消費税交付金などの各種交付金、諸収入などに左記

の項目に係る長期延滞債権・未収金として新たに貸借対照表に計上したものを加え

た金額です。 

 

【四條畷市の一般財源】 

「経常行政コスト」から受益者負担（経常収益）を引いた「純経常行政コスト」１３８

億８，３５３万９千円を１１６億１，３１７万４千円の「一般財源」と４３億９，５９３

万４千円の「補助金等受入・その他一般財源等」で賄っています。 

「一般財源」の内訳は、地方税が６５億８４０万５千円、「地方交付税」が４０億８，

８３３万円、地方譲与税や各種交付金などの「その他行政コスト充当財源」が１０億１，

６４３万９千円となっています。 

 

４ 補助金等受入 

当該年度の国庫支出金、府支出金を公共資産形成の財源となった金額とそれ以外の金

額に振り分けたものです。 

 

【四條畷市の補助金等受入】 

公共資産形成の財源とした国・府支出金は１億８，９８３万５千円、それ以外は４２億

６０９万９千円となっています。 

 

５ 臨時損益 

（１）災害復旧事業費 

災害復旧事業に要した金額です。 

（２）公共資産除売却損益 

公共資産を除売却した場合の帳簿価格と売却額の差額です。 

（３）投資損失 

投資及び出資金の時価又は実質価格が取得原価との比較で３０％以上下落した場

合の差額ですが該当ありません。 

（４）損失補償等引当金繰入等 

履行すべき額が確定していない損失補償債務中、新たに引当金として積み上げた

額等です。 
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【四條畷市の臨時損益】 

「臨時損益」では、災害における復旧費の△４９８万８千円を災害復旧事業費に、不用

財産売り払いにより発生した売却損の１億８５３万２千円を「公共資産除売却損益」に、

勧奨退職者に対する割増退職金の△６５８万９千円を「損失補償等引当金繰入等」に計上

しています。 

 

６ 科目振替 

（１）公共資産整備への財源投入 

公共資産整備に充てられた財源のうち、国・府支出金を除いた金額です。 

（２）公共資産処分による財源増 

公共資産を除売却した場合、公共資産に充当されていた財源を一般財源に振り替

えた金額です。 

（３）貸付金・出資金等への財源投入 

基金積立金、貸付金、出資金に充てられた財源のうち、国・府支出金を除いた金

額です。 

（４）貸付金・出資金等の回収等による財源増 

基金の取崩し、貸付金、出資金等の回収において、貸付金、出資金等に充てられ

た財源を一般財源への振り替えた金額です。 

（５）減価償却による財源増 

有形固定資産の減価償却に伴い、有形固定資産に充てられていた財源を一般財源

に振り替えた金額です。 

（６）地方債償還に伴う財源振替 

地方債の償還のための一般財源のうち、公共資産等整備に係る償還部分を公共資

産等整備一般財源に振り替えた金額です。 

 

【四條畷市の科目振替】 

財源として拘束されていなかった一般財源が公共資産の整備や地方債償還の財源として

使用されるため、公共資産等整備一般財源等へ振り替わりました。 

公共資産整備への財源投入は、道路改良などの公共資産整備に投入された一般財源２億

４６０万１千円を計上しています。 

公共資産処分による財源増は、売却可能資産の売払いにより、取得価格と売却価格の差

損の△１億８８２万円を評価差額として計上しました。 

貸付金・出資金等への財源投入は、将来の公共施設整備に備えるため公共施設整備基金

に積み立てたるなどしたため、翌年度以降に自由に使用できるその他一般財源等が１億５，

６７７万２千円減尐しました。 

貸付金・出資金等の回収等による財源増は、その他一般財源等が８億８，６７３万１千
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円減尐し、公共資産等整備一般財源等に振り替わりました。 

減価償却による財源増は、公共資産の減価償却により公共資産整備財源として拘束され

ていた財源が一般財源に振り替わりました。平成２５年度は９億８，５３３万９千円を減

価償却したことにより、公共資産等整備国府補助金等が２億１，８２９万１千円、公共資

産等整備一般財源等が７億６，７０４万８千円減尐し、その他一般財源等が９億８，５３

３万９千円増加しています。 

地方債償還等に伴う財源振替は、公共資産整備等の財源として発行された地方債を償還

することにより、公共資産等整備財源のうち地方債により賄われていた部分が一般財源に

替わります。平成２５年度は公共資産等整備の財源として発行していた地方債１３億２，

９１７万１千円を償還したため、その他一般財源等から公共資産等整備一般財源等へ振り

替わりました。 

 

７ 資産評価替えによる変動額 

売却可能資産を新たに計上した場合や資産の評価替えを行った場合の資産価格の差

額です。 

 

【四條畷市の資産評価替えによる変動額】 

売却可能資産に計上している土地の売却可能価額と取得金額の差額を評価差額とし、前

年度からの評価差額との変動額を計上しています。 

 

８ 無償受贈資産受入 

寄附などの行為により無償で資産を受贈した場合の無償受贈資産の計上額です。 

 

【四條畷市の無償受贈資産受入】 

該当ありません。 

 

Ⅳ 資金収支計算書 

 

１ 経常的収支の部 

経常的に市が行う行政活動に伴う資金収支を表しています。 

（１）支出 

経常的な支出を、人件費、物件費、社会保障給付費、補助金等、支払利息、他会

計等への事務費等充当財源繰出支出、その他支出の区分ごとに計上します。 

（２）収入 

地方税、地方交付税等の区分ごとに「公共資産整備収支の部」、「投資・財務的

収支の部」に計上される金額を除いた額を計上します。 
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【四條畷市の経常的収支の部】 

平成２５年度の支出合計は、１３３億９，１０４万２千円、収入合計は１７３億９，６

９２万１千円で経常的収支額は４０億５８７万９千円となりました。 

支出では、「社会保障給付」が４９億１，８３０万７千円と支出全体の３６．７％を占

め、次いで「人件費」が３３億６，４４６万３千円で２５．１％、「物件費」が２０億１，

４５９万８千円で１５．０％などとなっています。「その他支出」は維持補修費及び災害

復旧事業費を計上しています。 

収入では「地方税」が６５億２，４７０万３千円で収入全体の３７．５％を占め、次い

で「国府補助金等」が４２億１３万２千円で２４．１％、「地方交付税」が４０億８，８

３３万円で２３．５％などとなっています。「その他収入」には地方譲与税や地方消費税

交付金等の各種交付金を計上しています。 

 

２ 公共資産整備収支の部 

公共資産の整備に伴う資金収支を表しています。 

（１）支出 

他団体等への補助金・負担金も含めた普通建設事業費と繰出金を計上します。 

（２）収入 

普通建設事業の財源となった国・府補助金等、地方債発行額、基金取崩額、その

他収入を計上します。 

 

【四條畷市の公共資産整備収支の部】 

平成２５年度の支出合計は、５億３，３８１万１千円、収入合計は３億５，３６１万４

千円で、差し引き１億８，０１９万７千円の赤字となりました。この赤字額は経常的収支

額の黒字分で補てんしたことになります。 

支出では、道路改良などの「公共資産整備支出」が５億２，０１０万２千円で支出全体

の９７．４％、次いで「公共資産整備補助金等支出」が１，２７１万円で２．４％、「他

会計等への建設費充当財源繰出支出」が９９万９千円で０．２％となっています。 

収入では、「国府補助金等」が１億９，５８０万２千円で収入全体の５５．４％を占め、

次いで「地方債発行額」が１億５，５００万円で４３．８％、「その他収入」が２８１万

２千円で０．８％となっています。「その他収入」には、普通建設事業に対する上下水道

局からの負担金などを計上しています。 

 

 

 

 

 



16 

 

３ 投資・財務的収支の部 

投資活動や地方債の償還等に伴う資金収支を表しています。 

 

（１）支出 

投資及び出資金、貸付金、基金積立額、定額運用基金への繰出支出、他会計等へ

の公債費充当財源繰出支出、地方債償還額、長期未払金支払支出を計上します。 

（２）収入 

地方債償還等の財源となった国・府補助金等、基金取崩額、公共資産等売却収入

などを計上します。 

 

【四條畷市の投資・財務的収支の部】 

平成２５年度の支出合計は、３７億３，６４８万６千円、収入合計は１，７２４万９千

円で差し引き３７億１，９２３万７千円の赤字となりました。この赤字額は経常的収支額

の黒字分で補てんしたことになります。 

支出では、「地方債償還額」が２０億６７６万４千円で支出全体の５３．７％を占め、

次いで「基金積立額」が８億５，７０２万８千円で２２．９％、「他会計等への公債費充

当財源繰出支出」が６億７，９８６万３千円で１８．２％などとなっています。 

収入では、「公共資産等売払収入」が１，５２２万１千円で収入全体の８８．２％を占

め、「その他収入」が２０２万８千円で１１．８％となっています。「その他収入」には、

福祉寄附金、各基金の運用利子を計上しています。 

 

【資金収支計算書から】 

「当年度歳計現金増減額」は、経常的収支の部・公共資産整備収支の部・投資・財務的

収支の部の「収入合計」１７７億６，７７８万４千円から「支出合計」１７６億６，１３

３万９千円を差し引いた１億６４４万５千円の黒字となります。 

「期末歳計現金残高」は、「期首歳計現金残高」に「当年度歳計現金増減額」を加えた

６億３，８２７万５千円となり、歳計現金は前年度から増加しました。 
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１ 市民一人当たりの資産額と負債額 

 市民一人当たりの額にすることにより、市民のみなさんが実感できる数値となります。 

 

（計算式） 

 市民一人当たり資産額＝資産合計÷住民基本台帳人口（平成26年3月31日時点） 

 市民一人当たり負債額＝負債合計÷住民基本台帳人口（平成26年3月31日時点） 

 

 

 平成25年度 平成24年度 

資産合計(a) 57,451,172千円 57,007,013千円 

負債合計(b) 19,778,670千円 21,461,342千円 

住民基本台帳(c) 56,812人 57,238人 

市民一人当たり資産額(a)/(c) 1,011千円 996千円 

市民一人当たり負債額(b)/(c) 348千円 375千円 

 

２ 社会資本形成の過去及び現世代負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成割合を見ることによっ

て、これまでの世代（過去及び現世代）によってすでに負担された割合を見ることがで

きます。平均的な値は５０％～９０％の間とされています。 

 

（計算式） 

社会資本形成の過去及び現世代負担比率（％）＝純資産合計÷公共資産合計×100 

 

 

 平成25年度 平成24年度 

純資産合計(a) 37,672,502千円 35,545,671千円 

公共資産合計(b) 53,616,016千円 54,194,655千円 

過去及び現世代負担比率(a)/(b)×100 70.3％ 65.6％ 

 

３ 社会資本形成の将来世代負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、地方債に着目し、将来返済しなければな

らない、今後の世代によって負担する割合を見ることができます。平均的な値は１５％

～４０％の間とされています。 

 

普通会計財務諸表の主な指標 
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（計算式） 

社会資本形成の将来世代負担比率（％）＝地方債残高÷公共資産合計×100 

 

 平成25年度 平成24年度 

地方債残高(a) 17,472,161千円 18,213,025千円 

公共資産合計(b) 53,616,016千円 54,194,655千円 

将来世代負担比率(a)/(b)×100 32.6％ 33.6％ 

 

※「地方債残高」は、固定負債の「地方債」及び「長期未払金（物件の購入等）」、流動

負債の「翌年度償還予定地方債」及び「未払金」のうち物件の購入等に係るものの合計

値を計上。 

 

４ 歳入額対資産比率 

歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、形成されたストックである資産

は何年分の歳入が充当されたかを見ることができます。平均的な値は３．０％～７．０％

の間とされています。 

 

（計算式） 

 歳入額対資産比率（％）＝資産合計÷歳入総額 

 

 平成25年度 平成24年度 

資産合計(a) 57,451,172千円 57,007,013千円 

歳入総額(b) 18,299,614千円 18,475,402千円 

歳入額対資産比率(a)/(b) 3.1％ 3.1％ 

 

※歳入総額は、資金収支計算書の収入総額と期首歳計現金残高の合計値を計上。 

 

５ 資産老朽化比率 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合

を計算することにより、耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過しているか

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％の間とされていま

す。 

 

（計算式） 

 資産老朽化比率（％）＝減価償却累計額÷（有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額）

×100 
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 平成25年度 平成24年度 

減価償却累計額(a) 23,954,440千円 22,968,933千円 

有形固定資産合計(b) 53,245,241千円 54,134,655千円 

土地(c) 31,295,049千円 31,744,698千円 

資産老朽化比率(a)/((b)-(c)+(a))×100 52,2％ 50.6％ 

 


