
平成24年度決算　財務書類４表（普通会計）

・ 公共資産 ・ 固定負債 ・ 人にかかるコスト

・ 投資等 ・ 流動負債 ・ 物にかかるコスト

・ 流動資産 ・ 移転支出的なコスト

・ その他のコスト

（うち歳計現金　10億円）

（使用料などの受益者負担）

＝

　期首純資産残高
＋

・ 経常的収支 ＋

・ 公共資産整備収支 ＋

・ 投資・財務的収支 ＝

＝

１年間の増減 5億円

95億円

△7億円

　期末純資産残高　1,196億円

　期末歳計現金残高　10億円

　一般財源、補助金等受入

　資産評価替え等　　　 △3億円

△87億円

118億円

252億円

10億円

24億円

　 本市では、資産・債務改革に必要とされる公会計制度改革の取組みの一環として、平成24年度

決算においても普通会計ベースの財務書類４表を、総務省方式改訂モデルにより作成しました。

（1.4％）

647億円
（33.8％）

72億円
（3.8％）

（93.5％）
97億円

（5.1％）
27億円

平成24年度決算　財務書類４表（普通会計）

資産 負債

　純経常行政コスト　425億円

行政コスト計算書

（１年間に要した行政サービスのコスト）

1,196億円

（62.4％）

69億円

純資産

貸借対照表

（資産の状況とその財源）

経常行政コスト

収益

1,791億円

433億円

　期首歳計現金残高　 9億円

　資金増減額           1億円

純資産変動計算書

（１年間の純資産の動き）

　純経常行政コスト　　425億円

（１年間の資金（現金）の流れ）

1,191億円

資金収支計算書
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１　貸借対照表（バランスシート）

　１－１　貸借対照表とは

　１－２　貸借対照表の作成基準

　　（１）対象会計範囲

普通会計を対象としています。

　　（２）作成基準日

平成25年3月31日を基準日としています。

　 ただし、平成25年4月1日から5月31日までの出納整理期間の収支は、基準日までに終了したもの

として処理しています。

　　（３）基礎数値

昭和44年度以降の決算統計データを基礎数値としています。

（支払い不要）

　貸借対照表については、「新地方公会計制度実務研究会報告書（平成19年10月総務省）」に示されている

作成方法「総務省方式改訂モデル」に基づき作成しています。

（土地・建物・預金など）

負債

将来の世代が負担

（今後、支払いが必要）

　地方公共団体の決算書は、１年間にどのような収入があり、何にいくら使ったのかを明らかにするものです

が、現在どれだけの資産があり、どれだけの負債があるのかがわかりにくいものとなっています。

　そこで貸借対照表を作成し、これまでに取得した土地や建物などの資産の状況とその資産を形成するため

の財源がどのように調達されたのかを明らかにします。

　この貸借対照表では、左側（借方）に市が保有している土地・建物・預金などの「資産」を示し、右側（貸方）

に、その資産を形成したために将来の世代が負担し、今後支払いが必要となるもの「負債」と、これまでの世

代が既に負担し、支払いの必要がないもの「純資産」がいくらあるのかが示されます。

借方 貸方

資産

純資産

これまでの世代が負担
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　１－３　貸借対照表の概要

　１－３－１　総括

　１　公共資産 １　固定負債

（１） 有形固定資産 （１） 地方債

（２） 売却可能資産 （２） 長期未払金

（３） 退職手当引当金

　２　投資等 （４） 損失補償等引当金

（１） 投資及び出資金

（２） 貸付金 ２　流動負債

（３） 基金等 （１） 翌年度償還予定地方債

（４） 長期延滞債権 （２） 短期借入金

（５） 回収不能見込額 （３） 未払金

（４） 翌年度支払予定退職手当

（５） 賞与引当金

　３　流動資産

（１） 現金預金

（２） 未収金

１　公共資産等整備国県補助金等

２　公共資産等整備一般財源等

３　その他一般財源等

４　資産評価差額

資産合計 191,539,476 負債・純資産合計 191,539,476

△ 32,580,718

2,936,001

純資産合計 119,647,968

37,239,400

112,053,285

［純資産の部］

0

337,669

71,891,508
2,534,979

171,918

0

277,762

1,079,498

△ 445,675

負債合計

4,434,471

2,399,730

179,108,945

176,365,323

2,743,622

2,706,897

［資産の部］

　平成24年度末の米子市の「資産」は、1,915億3,948万円です。

　この「資産」を形成するための財源は、国・県の補助金やこれまでの世代が負担した「純資産」が1,196億

4,797万円となっており、将来世代の負担である「負債」は718億9,151万円となっています。

　「負債」と「純資産」の割合は、概ね40:60となっています。

貸借対照表

（平成25年3月31日現在）

9,723,634

2,255,610

7,204,591

6,589,160

［負債の部］

（単位：千円）

697,856

7,184,307

64,686,917

56,804,754

0
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１－３－２　資産

　１　公共資産
資産

　１　公共資産

　２　投資等

　３　流動資産

（１）有形固定資産

（２）売却可能資産

　２　投資等
資産

　１　公共資産

　２　投資等

　３　流動資産

（１）投資及び出資金

　公共的団体や民間企業、第３セクターなどに22億5,561万円の出資をしています。

（２）貸付金

　地域総合整備資金貸付金など44億3,447万円の貸付残高を計上しています。

（３）基金等

（４）長期延滞債権

　市税等の未収金のうち、回収期限から１年以上納付されていない債権が10億7,950万円となっています。

（５）回収不能見込額

　過去の回収実績から、4億4,568万円を回収不能見込額として計上しています。

　合併振興基金やふるさとづくり基金などの特定目的基金が23億3,341万円、土地開発基金が6,632万円

などとなっています。

　資産のうち、「投資等」は、民間企業や第３セクターへの「出資金」

や「貸付金」、「基金」、回収期限から１年以上回収できていない「長

期延滞債権」など97億2,363万円となっています。

負債

純資産

　道路や公園、小中学校・保育所などの土地や建物などの有形固定資産が1,763億6,532万円で「総資

産」の92.1%を占めています。

　主な内訳を見てみると道路や公園などのインフラ整備等に919億6,622万円（構成比48.0%）、学校や社

会・体育施設など教育文化施設の整備に467億1,553万円（構成比24.4%）、処理施設などの整備に102億

3,538万円（構成比5.3%）などとなっています。

　資産のうち「公共資産」は、「有形固定資産」と「売却可能資産」で

構成されており、1,791億895万円と「総資産」の93.5%を占めていま

す。

　公共資産のうち、現在行政目的のために使用されていない売却可能資産（段階的に評価を行っていま

す。）は、27億4,362万円となっています。

負債

純資産
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　３　流動資産
資産

　１　公共資産

　２　投資等

　３　流動資産

（１）現金預金

（２）未収金

１－３－３　負債

　１　固定負債

負債

１固定負債

２流動負債

（１）地方債

（２）退職手当引当金

　２　流動負債
負債

１固定負債

２流動負債

（１）翌年度償還予定地方債

　地方債のうち、翌年度の償還予定額は65億8,916万円となっています。

（２）翌年度支払予定退職手当

　翌年度に支払いが必要と見込まれる退職手当支給額で2億7,776万円となっています。

（３）賞与引当金

　賞与引当金は、翌年度の6月に支給される賞与のうち、24年度負担相当額で3億3,767万円となっています。

資産

純資産

純資産

　負債のうち、「固定負債」は、平成26年度（翌々年度）以降に支払

や返済が行われる「地方債」、「長期未払金」、「退職手当引当金」の

合計646億8,692万円となっています。

　地方債のうち、翌々年度以降に償還されるものが568億475万円あり、負債総額の79.0%を占めています。

　なお、地方債（翌年度償還予定地方債を含む。）は、平成24年度に55億8,958万円発行し、68億1,883万円

償還した結果、残高は12億2,925万円減少して、633億9,391万円となりました。

　退職手当引当金は、特別職を含む全職員が年度末に普通退職したと仮定した場合に必要と見込まれる退

職手当支給額で、71億8,431万円となっています。

　負債のうち、「流動負債」は、１年以内に支払いや返済が行われる

「地方債」、「退職手当引当金」などの合計、72億459万円となってい

ます。

負債

純資産

　財政調整基金が13億7,681万円、減債基金が1億2,139万円あり、現金預金の合計は25億3,498万円となっ
ています。

　資産のうち「流動資産」は、財政調整基金や減債のための「減債基

金」、「現金」、市税等の「未収金」の合計27億690万円となっていま

す。

平成24年度の歳入として調定していた地方税のうち2億3,295万円と、保育料や手数料など2,519万円から、
過去の回収実績より8,622万円を回収不能見込額として計上して、合計1億7,192万円が未収金となっていま
す。

資産
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１－３－４　純資産

　１　公共資産等整備国県補助金等

　２　公共資産等整備一般財源等

　３　その他一般財源等

　４　資産評価差額

１－３－５　注記

　１　他団体及び民間への支出金により形成された資産

　２　交付税措置地方債の金額

　３　普通会計の将来負担に関する情報

　４　土地及び減価償却累計額

　地方債残高633億786万円のうち、362億8,975万円（57.3%）について

は、将来の地方交付税の算定基礎に含まれることが見込まれていま

す。

　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マイナス325億8,072万円となっ

ています。

　これは、翌年度以降の負担額のうち、325億8,072万円については使途が既に拘束されているといえます。

　具体的には、退職手当引当金や特別債（臨時財政対策債、減税補てん債など）など、資産形成につながら

ない負債に対して、それらの支出に対する備えが蓄えられていないことを表しています。

　ただし、米子市が例外的なわけではなく、多くの団体が多かれ少なかれその他一般財源はマイナスになるも

のと考えられます。

　なお臨時財政対策債や減税補てん債などの特別債については、地方交付税の代替措置として発行が認め

られたものであり、償還財源は将来地方交付税で充当されるしくみになっています。

　有形固定資産1,763億6,532万円のうち、土地が597億2,812万円あり、償却資産は1,166億3,720万円となりま

す。減価償却累計額は1,063億3,127万円あり、償却資産の取得価格2,229億6,847万円に対して47.7%の減価

償却が進んでいることになります。

注記

　他団体及び民間への支出金により形成された資産は、総額で126億

9,382万円あり、このうち、75億2,372万円が一般財源により充当されて

います。

　普通会計の将来負担額1,066億3,571万円に対して、648億3,017万円の将来負担軽減資産があり、差引実

質的な負担額は418億554万円となります。

資産

純資産

負債

　今回、昭和43年以前取得の有形固定資産のうち、再評価した資産や、投資・基金等の取得

価格と時価評価額との差額29億3,600万円を資産評価差額として計上しています。

　住民サービスの提供に必要な資産整備などの財源のうち、上記

の国・県補助金と建設地方債を除いたもので1,120億5,329万円と

なっています。

負債

純資産

１　公共資産等整備国県補助金等

２　公共資産等整備一般財源等

３　その他一般財源等

４　資産評価差額

資産

　住民サービスの提供に必要な資産整備などの財源として国・県

から受けた補助金で372億3,940万円となっています。
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　１－４　貸借対照表を用いた財務分析

１－４－１　社会資本形成の世代間負担比率

１－４－２　住民１人あたりの貸借対照表（バランスシート）

　１　固定負債 432

　１　公共資産 1,196 　２　流動負債 48

　２　投資等 65

　３　流動資産 18

負債合計 480

　社会資本の整備結果を示す公共資産を、これまでの世代と将来世代でどれだけ負担するのかを示す

比率です。

　これまでの世代負担が62.5％、将来世代の負担が37.5％となっています。

公共資産合計
1,791億895万円

（Ａ）

将来世代が負担
【37.5％】

（Ａ）－（Ｂ）
671億6,586万円

これまでの
世代が負担

【62.5％】
1,119億4,309万円

（Ｂ）

１人あたりの貸借対照表（平成25年3月31日現在）

［資産の部］ ［負債の部］

（単位：千円）

（H25.3.31現在住民基本台帳人口：149,773人）

　バランスシートを住民１人あたりに換算すると、資産は128万円、うち公共資産が120万円、投資等が7万

円となっています。

　これに対して、負債は48万円、純資産は80万円となっています。

［純資産の部］

純資産合計

資産合計 負債・純資産合計1,279 1,279

799
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１－４－３　有形固定資産の行政目的別割合

構成比

①生活インフラ・国土保全 52.2

②教育 26.5

③福祉 2.0

④環境衛生 5.8

⑤産業振興 5.6

⑥消防 2.3

⑦総務 5.6

100.0

3,574,595

10,235,384

9,869,397

4,122,852

9,881,342

176,365,323

(単位：千円、％）

　有形固定資産の行政目的別割合を見ることにより、行政分野ごとの公共資産の比重を把握すること

ができます。

　これを見ると、道路などの生活インフラ・国土保全が52.2％、学校建設など教育が26.5％、処理施設

などの環境衛生が5.8％、漁港整備や農林業振興・観光施設整備などの産業振興が5.6％となってい

ます。

目的 資産額

有形固定資産合計

91,966,223

46,715,530

①生活インフラ・

国土保全 

52.2% 

②教育 

26.5% 

③福祉 

2.0% 

④環境衛生 

5.8% 

⑤産業振興 

5.6% 
⑥消防 

2.3% 
⑦総務 

5.6% 

有形固定資産の割合 
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　２　行政コスト計算書

　２－１　行政コスト計算書とは

　２－２　行政コスト計算書の概要

２－２－１　総括

１　人にかかるコスト 15.4
（１） 人件費 13.2
（２） 退職手当引当金繰入等 628,409 1.4
（３） 賞与引当金繰入等 337,669 0.8

２　物にかかるコスト 26.2
（１） 物件費 13.9
（２） 維持補修費 444,073 1.0
（３） 減価償却費 11.3

３　移転支出的なコスト 56.2
（１） 社会保障給付 28.6
（２） 補助金等 10.8
（３） 他会計への支出額 15.7
（４） 他団体への公共資産 1.1

整備補助金等

４　その他のコスト 2.2
（１） 支払利息 2.1
（２） 回収不能見込計上額 61,103 0.1
（３） その他行政コスト 0 0.0

１　使用料・手数料 3.6
２　分担金・負担金・寄附金 897,433 2.1

(差引）純経常行政コスト a-b 42,456,269 94.3

経常収益　b 2,431,901

1,534,468

5.7

7,079,547
493,574

934,669
995,772

5,078,124

11,764,275

12,832,056
4,838,802

25,243,979

6,242,078

　行政コスト計算書は、１年間の行政活動のうち福祉サービスやごみの収集のように「資産形成につながらな

い行政サービスを要する経費（経常行政コスト）と「その行政サービスの対価として得られた財源（経常収益）

を対比させた財務諸表です。

　平成24年度の「経常行政コスト」は非現金支出を含め、448億8,817万円、これに対して、「経常収益」は、

24億3,190万円（受益者負担割合は5.4％）で、差し引き「純経常行政コスト」は、424億5,627万円となってい

ます。

行政コスト計算書　（自　H24.4.1－至　H25.3.31）

区分 金額 構成比率

経常行政コスト　a

（単位：千円、％）

44,888,170 100.0

6,884,144
5,918,066
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２－２－２　経常行政コスト

　１　性質別行政コスト

　２　目的別行政コスト

⑥消防

③福祉
②教育

　「経常行政コスト」を目的別に見てみると、福祉が206億3,255万円（構成比46.0％）と最も多く、次に生活イン

フラ・国土保全が58億3,258万円（構成比13.0％）、環境衛生が51億3,782万円（構成比11.4％）、総務39億

2,473万円（構成比8.7％）、教育37億7,656万円（構成比8.4％）、産業振興24億2,620万円（構成比5.4％）の

順となっています。

　資産形成に結びつかない行政サービスを提供するために要した1年間の経費を性質別に見てみると、人件

費など「人にかかるコスト」が68億8,414万円で「経常行政コスト」の15.3％を占めています。

　物件費、減価償却費など「物にかかるコスト」は、117億6,428万円で「経常行政コスト」の26.2％を占めてお

り、内訳は、物件費が62億4,208万円、維持補修費が4億4,407万円、減価償却費が50億7,812万円となってい

ます。

　社会保障給付、他会計への支出など「移転支出的なコスト」は252億4,398万円で「経常行政コスト」の56.2％

を占めており、主なものは社会保障給付が128億3,206万円、他会計への支出金が70億7,955万円です。

　支払利息など「その他のコスト」は、9億9,577万円で「経常行政コスト」の2.2％を占めており、支払利息が9億

3,467万円、回収不能見込計上額が6,110万円となっています。

人にかかるコスト, 

6,884,144,  

15.4% 

物にかかるコスト, 

11,764,275,  

26.2% 

移転支出的なコスト, 

25,243,979,  

56.2% 

その他のコスト,  

995,772,  

2.2% 

経常行政コストの内訳 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

⑩回収不能見込計上額 

⑨支払利息 

⑧議会 

⑦総務 

⑥消防 

⑤産業振興 

④環境衛生 

③福祉 

②教育 

①生活インフラ・国土保全 

61 

935 

386 

3,925 

1,776 

2,426 

5,138 

20,632 

3,776 

5,833 

（単位：百万円） 目的別経常行政コスト 
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　３　純資産変動計算書

　３－１　純資産変動計算書とは

　３－２　純資産変動計算書の概要

３－２－１　総括

純経常行政コスト

一般財源
地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入

臨時損益
災害復旧事業費

公共資産除売却損益

投資損失

損失補償等引当金繰入等

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入

その他

　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ている各数値が１年間でどのように変動した

のかを表している計算書です。

　平成24度の純経常行政コスト424億5,627万円に対して、地方税や地方交付税などの一般財源が309億

4,149万円、補助金が123億7,216万円ありました。災害復旧費など臨時的な要因によるコストや無償受贈資

産受入、その他を含めた平成24年度中の資産変動額は、5億6,251万円の増 となっています。

　この結果、期首に1,190億8,546万円であった純資産残高が、期末では1,196億4,797万円となりました。

純資産変動計算書　（自　H24.4.1－至　H25.3.31）

△ 299,978

区分 金額

期首純資産残高 119,085,459

12,372,163

△ 307,811

△ 42,456,269

2,819,170

0

600,693

△ 587,753

△ 7,833
0

期末純資産残高 119,647,968

562,509千円

（単位：千円）

30,941,486
18,002,985
10,119,331

0
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３－２－２　純資産の内訳

　１　公共資産等整備国県補助金等

　２　公共資産等整備一般財源等

　３　その他一般財源等

　（１）純経常行政コストと財源

　（２）臨時損益

　（３）振替科目

　①公共資産整備への財源投入

　②貸付金・出資金等の回収、減価償却による財源増

　③地方債償還に伴う財源振替
　

　以上の結果、その他一般財源は18億5,012万円減少し、マイナス325億8,072万円となっています。

　４　資産評価差額

　売却可能資産等の資産評価差額の前年度との比較で、マイナス5億8,775万円を計上しています。

　公共資産等整備の財源として発行していた地方債を一般財源で61億5,892万円償還したことにより、その

他一般財源から公共資産等整備一般財源等へ振り替えました。

　　貸付金・出資金等の回収、基金の繰入等により、57億2,749万円の一般財源を回収しましたが、新たな

貸付金等により、54億4,816万円を一般財源から公共資産等整備一般財源等へ振り替えました。また、減

価償却により50億7,814万円を公共資産等整備国県補助金等及び公共資産等整備一般財源等からその

他一般財源等へ振り替えました。

　市営五千石住宅建替事業、図書館・美術館整備事業、福生東小学校屋内運動場改築事業等で、10億

5,193万円の国県補助金を受け入れましたが、国県補助金の減価償却が11億7,921万円あり、前年度と比

べ1億2,990万円減少しました。

　この結果、期末純資産残高は、372億3,940万円となりました。

　前述の資産整備などのうち、国県補助金と建設地方債を除いたもので、1,120億5,329万円となっていま

す。

　「純経常行政コスト」424億5,627万円に対して、地方税や地方交付税などの一般財源を309億4,149万

円、補助金を123億7,216万円充てた結果、8億5,738万円の財源の増加となっています。

　災害復旧事業費2億9,998万円、公共資産除売却損783万円などを計上しています。

　　5億6,042万円の一般財源を公共資産整備に充当しました。
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　４　資金収支計算書

　４－１　資金収支計算書とは

　４－２　資金収支計算書の概要

４－２－１　総括

支出
44億7,128万円

86億7,410万円

　　収支余剰①

6億9,225万円

公共資産整備収支の部経常的収支の部

期末歳計現金残高
10億3,678万円

当年度歳計現金増減額
1億4,896万円（①-②-③）

1億4,896万円

期首歳計現金残高
8億8,781万円

　資金不足②

　資金不足③  95億1,531万円

収入
471億6,785万円

支出
376億5,255万円

資金収支計算書は、歳計現金（＝資金）の出入りの情報を「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３つの区分に分けて表した財務書類です。

　「経常的収支の部」で生じた収支余剰（黒字）95億1,531万円で、「公共資産整備収支の部」の収支不足

（赤字）6億9,225万円と「投資・財務的収支の部」の収支不足（赤字）86億7,410万円を補てんしたところ、1

億4,896万円の財源が増加し、期首歳計現金（黒字）8億8,781万円との合計による収支で黒字となり、期末

歳計現金残高は10億3,678万円へ増加しました。

投資・財務的収支の部

収入
59億8,727万円

支出
146億6,136万円

収入
37億7,903万円

－13－



４－２－２　経常的収支の部

　１　経常的支出

　２　経常的収入

４－２－３　公共資産整備収支の部

　１　支出

　２　収入

４－２－４　投資・財務的収支の部

　１　支出

　２　収入

　貸付金が51億9,238万円、地方債償還額が68億1,883万円、他会計等への公債費充当財源繰出支出22

億7,923万円、基金積立額3億7,092万円等で、合計では146億6,136万円となっています。

　支出の財源となった貸付金回収額が53億8,322万円、公共資産等売却収入が2,044万円など、合計では

59億8,727万円となっています。

　この結果、投資・財務的収支の額は86億7,410万円の赤字となっていますが、この不足額の一部は、経常

収支の黒字により賄いました。

　人件費や物件費、社会保障給付費、補助金、支払利息、他会計への繰出金など日常の行政サービスを

行うにあたって必要な費用で376億5,255万円となっています。

　支出額の多い順に、社会保障給付128億3,206万円、人件費71億4,311万円、物件費62億4,208万円など

となっています。

　地方税や地方交付税など日常の行政サービスを行うための支出を賄う収入で471億6,785万円となってい

ます。

　収入額の多い順に、地方税179億7,706万円、国県補助金等110億4,960万円、地方交付税101億1,933

万円となっています。

　この結果、経常収支の差額95億1,531万円が公共資産整備や地方債償還などに充当されることになりま

す。

　社会資本を整備した公共資産整備支出が39億6,713万円、他団体に補助金を支出して公共資産を整備

した公共資産整備補助金等支出が4億9,357万円、他会計への繰出金や補助金等のうち建設費に充てら

れたものが1,058万円で、合計では44億7,128万円となっています。

　公共資産整備支出の財源となった国県支出金等が12億4,287万円、地方債発行額が24億8,330万円、そ

の他の収入が5,286万円で、合計では37億7,903万円となっています。

　この結果、公共資産整備の収支の額は6億9,225万円の赤字となっていますが、この不足額の一部は、経

常収支の黒字により賄われたことになります。
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４－２－５　注記

　１　一時借入金に関する情報

　２　基礎的財政収支に関する情報

収入総額（繰越金除く）

地方債発行額

財政調整基金等取崩額

基礎的収入合計　Ａ

支出総額

地方債元利償還額

財政調整基金等積立額

基礎的支出合計　Ｂ

△ 5,589,584

0

51,344,565

△ 56,785,187

7,745,540

252,453

　一時借入金の借入限度額は150億円となっています。

　基礎的財政収支とは、地方債などの借金を除いた歳入と、過去の借金の元利払いなどを除いた歳出の差

のことで、歳出の方が多ければ将来の借金負担が増加していくことになり、少なければ借金が減少している

ことを示します。

　平成24年度では、市営五千石住宅建替事業、図書館・美術館整備事業、福生東小学校屋内運動場改築

事業などにより地方債発行額が55億8,958万円となりましたが、地方債の元利償還金77億4,554万円のた

め、基礎的財政収支は25億5,737万円のプラスとなっています。

基礎的財政収支Ａ－Ｂ 2,557,371

△ 48,787,194

基
礎
的
収
入

基
礎
的
支
出

（単位：千円）

56,934,149
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