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公会計制度に基づく財務書類について 
 

 現行の会計方式が、単年度の会計年度の資金の流れ(フロー)を中心としているため、将

来発生する費用や、資産及び負債などのストックに関する情報がわかりにくくなっている。 

 そのため、企業会計手法を用いた貸借対照表等の財務書類を作成し、本市の資産の状況

や、この資産形成の財源であった負債、純資産等の状況を示すことを目的とする。 

 本市では、公会計制度に基づく「総務省方式改定モデル」により財務書類４表を作成し

ている。 

 

《作成範囲》 

・普通会計…市の一般会計 

・連結範囲…市の特別会計及び企業会計 

 

１ 貸借対照表(バランスシート) 
 

 平成 26 年度末において、本市の資産がどれだけあり、その資産をどのような財源(負債･

純資産)でまかなってきたかを一覧にしたもので、左側に｢資産｣を表示し、右側に｢負債｣

及び資産と負債の差額である｢純資産｣を計上している。 

 貸借対照表から黒部市の財政状況を見ると、普通会計では将来世代の負担である｢負債｣

に対し、保有している｢資産｣は約３倍となっている。 

平成 26年度 黒部市 貸借対照表                                       (表示単位：千円) 

資産の部   負債の部  
普通会計 連  結 普通会計 連  結 

1 
公
共
資
産 

(1) 有形固定資産 
土地､建物､備品等の事業

用資産 

86,638,444 139,509,895 
1 
固
定
負
債 

(1)地方債 
27,174,693 52,802,356 

(2) 売却可能資産 
未利用資産 

1,705,801 1,705,801 
(2)その他 

2,365,866 2,371,119 

 88,344,245 
（85.0％） 

141,215,696 
（86.5％） 

 29,540,559 
（28.4％） 

55,173,475 
（33.8％） 

2 
投
資
等 

(1) 投資・出資金 
有価証券､出資金 

7,627,223 7,194,074 
2 
流
動
負
債 

(1)地方債 
2,174,354 4,267,632 

(2) 基金等  
基金 

4,516,974 4,765,575 
(2)その他 

625,068 2,699,369 

(3) その他 
貸付金､長期延滞債権 

208,962 532,293 
 2,799,422 

（2.7％） 
6,967,001 
（4.3％） 

 12,353,159 
（11.9％） 

12,491,942 
（7.6％） 

3 繰延収益  14,611,121 
（8.9％） 

   負債合計 32,339,981 
【31.1％】 

76,751,597 
【47.0％】 

3 
流
動
資
産 

(1) 資金 
現金､預金 

987,386 5,603,997 純資産の部 

(2) 財政調整基金等 
財調･減債基金 

2,122,197 2,122,197 
純資産合計 71,519,614 

【68.9％】 
86,547,158 
【53.0％】 

(3) 未収金 
 

52,608 1,864,923 

 3,162,191 
（3.1％） 

9,591,117 
（5.9％） 

資産合計 
 

103,859,595 
【100.0％】 

163,298,755 
【100.0％】 

負債及び純資産合計 103,859,595 
【100.0％】 

163,298,755 
【100.0％】 

（これまでに積み上げてきた資産） （将来の世代が負担する金額） 

（既に保有している財産に対する財源） 
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２ バランスシートからみた黒部市の財政状況 

 

① 市民一人あたりの普通会計の貸借対照表 

資産 合計 ２，４７５千円 
負債 合計 ７７０千円 

純資産 合計 １，７０４千円 

※黒部市人口 41,953人(H27.3.31現在) 

 

② 社会資本形成の世代間比率 

 貸借対照表では、「純資産」は現役世代(過去の世代含む)が負担した財源、「負債」は将

来世代の負担する財源であるという特徴を活かして、公共資産の世代間の負担割合を見る

ことができる。 

   純資産 合計 71,519 百万円    

公共資産 合計 88,344 百万円    

 社会資本の約８割を現役世代の負担で形成したことになり、将来世代への負担は約２割

となっている。 

 

③ 純資産比率 

 総資産に対し純資産の割合を示すもので、企業会計の財務分析において、財務の安定性

を図る指標である自己資本比率に相当する。 

    純資産 合計 71,519 百万円    

 総資産 合計 103,859 百万円    

 この純資産比率が高いほど財政状況が健全であるといえる。 

 

④ バランスシートの対前年比較 

(表示単位：百万円)    

資産の部 負債の部・純資産の部 

 26年度 25年度 増 減  26年度 25年度 増 減 

公共資産 

投資等 

流動資産 

88,344 83,956 4,388 固定負債 

流動負債 

29,541 28,107 1,434 

12,353 11,858 495 2,799 3,039 △240 

3,162 3,437 △275 純資産 71,519 68,105 3,414 

資産合計 103,859 99,251 4,608 負債･純資産計 103,859 99,251 4,608 

 

平成 25 年度と比較して、資産合計で約 46 億 800 万円増加している。これは、26 年度に

取得した公共資産が大きく増加したことが主な要因である。 

 負債の増加は、新しく借り入れた金額より返済した金額の方が少ないことなどによる。 

また、負債以上に資産が増加していることから、結果として純資産についても増加してい

る。 

 

３ 行政コスト計算書 

 

 １年間の行政活動のうち、市の資産形成に結びつかない行政サービスに要するコストと

使用料・手数料等の収入を示す財務書類。市の経常的な行政活動の内容が把握できる。 

 

＝80.9％ 

＝68.8％ 
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平成 26 年度 黒部市 行政コスト計算書                  (表示単位：千円)       

 
経常費用 

普通会計 連  結 
16,436,604 29,247,253 

 1人にかかるコスト 
人件費、退職手当引当金繰入など 

2,839,771 7,756,575 

2物にかかるコスト 
物件費、減価償却費、維持補修費など 

5,086,814 12,974,688 

3移転支出的なコスト 
社会保障給付、補助金等移転支出など 

8,147,944 7,869,036 

4 その他のコスト 
支払利息など 

362,075 646,954 

経常収益 545,374 13,104,104 
 使用料・手数料等 545,374 545,374 

事業収益 0 11,059,188 
その他特定行政サービス収入 0 1,499,542 

純経常行政コスト (経常費用－経常収益) 15,891,230 16,143,149 
 

市民一人あたりに換算すると、次のとおりです。（普通会計） 
人にかかるコスト 物にかかるコスト 移転支出的なコスト その他のコスト 合  計 

68千円 121千円 194千円 9千円 392千円 

 

４ 純資産変動計算書 
 

 バランスシートの純資産(資産から負債を引いた残り)が平成 26年度中にどのように増減

したかを示すもの。総額としての純資産の変動に加え、どのような財源や要因で増減した

のかを示している。 

平成 26 年度 黒部市 純資産変動計算書                 (表示単位：千円)       

期首純資産残高 
普通会計 連  結 

68,105,210 123,303,826 
当期変動高 3,414,404 △36,756,668 
 1 純経常行政コスト 

(経常収益－ 経常費用) 
△15,891,230 △16,143,149 

 2 財源調達 
市税、交付税、国県補助金など 

19,399,044 19,509,839 

3 その他 
臨時損益など 

△93,410 △40,123,358 

期末純資産残高 71,519,614 86,547,158 

 

５ 資金収支計算書 
 

 歳計現金の出入りを「経常的収支」、「公共資産整備収支」、「投資･財務的収支」の区分に

分けて示すことで、市がどのような活動に資金を必要とするのかを示している。 

平成 26 年度 黒部市 資金収支計算書                  (表示単位：千円)       

期首資金残高 
普通会計 連  結 

860,757 4,332,646 
当期収支 126,629 3,393,548 
 1  経常的収支 

人件費支出、税収入、交付税など 
5,123,508 9,769,092 

 2  公共資産整備収支 
公共資産整備支出、資産整備に充てた補助金等 

△1,478,423 △1,484,049 

3  投資・財務的収支 
元利償還金支出、貸付金回収額など 

△3,518,456 △4,891,495 

期末資金残高 987,386 7,726,194 

 


