
 

 

 

 

 

 

第１ 概要 

平成２３年度以降、ほぼ全ての自治体が財務書類の作成を行うようになりましたが、複数の方式（「基

準モデル」、「総務省方式改訂モデル」及び一部の自治体による独自方式）が併存し、固定資産台帳の整

備の状況にも差があるなど、自治体間における比較分析が困難な状況となっていました。このため、平

成２７年１月には、総務省から新たに「統一的な基準」が示されるとともに、全国の自治体に対して、

平成２９年度中に「統一的な基準」による財務書類を作成するよう要請がなされました。 

この要請を受けて本市では、平成２０年度決算以降作成してきた「基準モデル」にかわり、平成２８

年度決算から、「統一的な基準」による財務書類を作成しています。 

なお、「基準モデル」では、採用している団体が少ない状況であったため、他団体との比較分析が難

しい状況でしたが、「統一的な基準」では全ての地方公共団体が同一の基準に基づいて財務書類を作成す

るため、他団体との比較が可能となりました。 

 

第２ 財務書類とは 

民間企業における会計の考え方（発生主義・複式簿記）で作成される決算に関する次の４表のことを

いいます。 

１ 貸借対照表（ＢＳ）         決算時点における財産の状況 

２ 行政コスト計算書（ＰＬ）      １年間にかかった費用と収益 

３ 純資産変動計算書（ＮＷ）      １年間の純資産の変動 

４ 資金収支計算書（ＣＦ）       １年間の資金の流れ 

※「統一的な基準による地方公会計マニュアル（財務書類作成要領）」では、「２ 行政コスト計算書

（ＰＬ）」と「３ 純資産変動計算書（ＮＷ）」は、別々の計算書としても、その２つを結合した計

算書としても差し支えないこととされています。本市では行政コストの発生とそれに伴う純資産の

変動との関係性を分かりやすく示すため、「２ 行政コスト計算書（ＰＬ）」と「３ 純資産変動計

算書（ＮＷ）」を結合した「行政コスト及び純資産変動計算書」を作成しています。 

このため、本市の財務書類は「１ 貸借対照表」、「２ 行政コスト及び純資産変動計算書」及び

「３ 資金収支計算書」の３表で構成されています。 

 

第３ 発生主義・複式簿記とは 

収益・費用の対象となる役務の提供などの事実が起きた時点で会計上の取引として認識し、すべての

簿記的取引を、「資産」、「負債」、「資本」、「費用」または「収益」のいずれかに属する勘定科目を用いて、

借方（左側）と貸方（右側）に同じ金額を記入する「仕訳」と呼ばれる方法によって、組織的に記録・

計算・整理する方法のことです。 

「統一的な基準」による平成３０年度田川市財務書類 
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第４ 財務書類の種類 

１ 貸借対照表 

⑴ 概要 

地方公共団体の決算書は、１年間にどのような収入があって、何に対していくら使ったのかを

明らかにするもので、現在どれだけの資産があって、また負債がどれだけあるのかといったこと

については、分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。 

⑵ 主な項目の説明 

① 資産 学校、公園、道路など将来の世代に引き継ぐ社会資本や、投資、基金など将来現金化

することが可能な財産 

② 負債 地方債や退職手当引当金など将来世代の負担となるもの 

③ 純資産 過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産 

※ 貸借対照表は別名「バランスシート」とも呼ばれ、次の等式が成り立ちます。 

「資産」＝「負債」＋「純資産」 

 

２ 行政コスト及び純資産変動計算書 

２-１ 行政コスト計算書 

⑴ 概要 

行政コスト計算書とは、民間の損益計算書にあたるものです。 

当期中の行政運営にかかるコストのうち、福祉サービスやごみの収集にかかる経費など、資

産形成につながらない行政サービスに要したコストやそれに伴って発生した手数料等の収益を、

①人件費、②物件費等、③その他の業務費用、④移転費用、⑤経常収益、⑥臨時損失、⑦臨時

利益に区分して表示したものです。 

基本的に、手数料などの自己収入は額が少ないため、行政コスト計算書は、事実上、当年度

の行政運営に要した経常費用の一覧表の意味を持っています。 

なお、収入のうち税収や国県支出金等については、純資産変動計算書の「財源」として計上

することとなっているため、行政コスト計算書内の収益としては計上されません。 

⑵ 主な項目の説明 

① 人件費 職員給与や議員報酬、退職給付費用（当該年度に退職手当引当金として新たに繰

り入れた額）など  

② 物件費等 備品購入費や消耗品費、委託料、施設等の維持補修にかかる経費、減価償却費

（社会資本の経年劣化等に伴う減少額）など 

 ③ その他の業務費用 地方債償還の利子など 

 ④ 移転費用 市民への補助金や児童手当、生活保護費などの社会保障経費など 

 ⑤ 経常収益 使用料や手数料、財産貸付収入、預金利子、受託事業収入、雑入など 

  ⑥ 臨時損失 災害復旧に要する経費、資産の除却や売却により生じた損失など 

 ⑦ 臨時利益 資産の売却により生じた利益など 
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２-２ 純資産変動計算書 

⑴ 概要 

貸借対照表内の「純資産」が年度中にどのように増減したかを、①財源、②資産評価差額、

③無償所管換等、④その他に区分して表示したものです。 

⑵ 主な項目の説明 

① 財源 税収等（市税、地方交付税、分担金・負担金など）及び国県等補助金（国庫支出金、

県支出金など） 

    ② 資産評価差額 有価証券などの資産の評価差額 

    ③ 無償所管換等 無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額など 

④ その他 上記以外の純資産及びその内部構成の変動 

 

３ 資金収支計算書 

⑴ 概要 

１年間の現金預金の増減を、①業務活動収支、②投資活動収支、③財務活動収支に区分し、残

高を表示したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表したものです。 

なお、期首、期末の各資金残高は、それぞれ前期末、当期末の貸借対照表に計上されている現

金預金の額と一致します。 

⑵ 主な項目の説明 

① 業務活動収支 行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの 

② 投資活動収支 学校、公園、道路などの資産形成や、投資、貸付金などの収入、支出など 

③ 財務活動収支 地方債、借入金などの借入、償還など 

 

第５ 財務書類の体系 

各財務書類は、次のような関係性を持っています。 

現在の資産・債務の状況（ストック：ある時点（決算時）
．．．．．．．

の残高を示すもの）を示す貸借対照表。 

その貸借対照表の一部である現金預金の増減内訳（フロー：ある一定期間（会計年度中）
．．．．．．．．．．．

の動きを示

すもの）を資金収支計算書が、貸借対照表の純資産の増減内訳（フロー）を純資産変動計算書が、さら

にその一部である純行政コストの増減内訳（フロー）を行政コスト計算書がそれぞれ表示するようにな

っています。 

経常費用 業務活動収支

資産 負債 経常収益 投資活動収支

臨時損失  　　行政コスト計算書 財務活動収支

臨時利益 前年度末残高

純資産 純行政コスト 本年度末残高

財源

固定資産等の変動 　　 純資産変動計算書

前年度末残高

本年度末残高

貸借対照表
行政コスト及び

純資産変動計算書
資金収支
計算書

うち
現金預金
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第６ 対象とする会計の範囲 

統一的な基準による財務書類の作成単位は次のようなものがあります。 

① 一般会計及び公営事業会計以外の特別会計からなる一般会計等財務書類 

② 一般会計等財務書類に公営事業会計を加えた全体財務書類 

③ 全体財務書類に一部事務組合、広域連合等の関連団体を加えた連結財務書類 

  

一般会計

急患医療特別会計

住宅新築資金等貸付特別会計

田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

水道事業会計

病院事業会計

田川市住宅管理公社

Cocoテラスたがわ株式会社

田川地区清掃施設組合

田川郡東部環境衛生施設組合

田川地区斎場組合

福岡県田川地区消防組合

田川地区水道企業団

福岡県自治振興組合

福岡県後期高齢者医療広域連合

福岡県介護保険広域連合

 　①　　　②　　　③区分 会計

連
結

全
体

一
般
会
計
等

公

営

事

業

会

計

公社

一
部
事
務
組
合

第
三
セ
ク
タ
ー

等

今
回
は
こ
こ
ま
で
作
成

 

※ 本市は、第三セクターの平成筑豊鉄道株式会社に出資をしていますが、福岡県が全部連結する

ため、連結対象団体としていません。 

 

令和元年９月の時点では、財務書類の作成が完了していない一部事務組合等もあることから、今回掲

載する財務書類は、「② 一般会計等財務書類に公営事業会計を加えた全体財務書類」になります。 

なお、前述のように一般会計等、全体の財務書類を作成する場合、連結するグループ全体を一つの会

計主体と考えて財務書類を作成します。 

そのため、一般会計から病院事業会計へ行った繰出金の支出など、連結する会計間で行われた取引は

無かったものとして処理を行う必要がありますので、作成する区分に合わせ、これらの資本関係、取引

を控除するため、相殺仕訳と呼ばれる会計処理を行って、財務書類を作成しました。 

 

第７ 作成基準日 

作成基準日は、会計年度の 終日である平成３１年３月３１日としました。 

なお、平成３１年４月１日から令和元年５月３１日までの出納整理期間の収支については、基準日ま

でに終了したものとして取り入れられています。 
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第８ 作業の概要 

全体財務書類の作成手順 

次のような手順で、財務書類の作成を行いました。 

⑴ 一般会計等財務書類の作成 

① 歳入歳出伝票データをもとに、複式仕訳に変換 

② 固定資産、流動資産などの異動情報の整理、減価償却費計算などの決算整理仕訳を作成 

③ 会計ごとの財務書類を作成 

④ 内部の取引を相殺 

⑤ 一般会計等財務書類を作成 

⑵ 全体財務書類の作成 

① 水道、病院の各会計決算書類を統一的な基準に基づき勘定科目の組替えを行い、各会計の財

務書類を作成 

② 国民健康保険、後期高齢者医療の各特別会計については、一般会計等財務書類と同様の手順

（①～③）に沿って各会計の財務書類を作成。 

③ 内部の取引を相殺 

④ 全体財務書類を作成 

 

※ 次ページ以降の帳票、説明については、表示単位未満を四捨五入していますので、合計額が一致し

ない場合があります。 
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第９ 平成３０年度田川市財務書類 

１ 貸借対照表 （平成３１年３月３１日現在） 

（単位：百万円）

一般会計等 全体 一般会計等 全体
固定資産 95,347 108,219 固定負債 26,305 35,381

事業用資産 48,830 53,490 地方債 22,857 29,401
インフラ資産 25,876 34,058 長期未払金 247 247
物品 745 1,667 退職手当引当金 3,001 4,087
無形固定資産 133 151 損失補償等引当金 0 0
投資及び出資金 5,258 4,220 その他 199 1,645
投資損失引当金 0 0 流動負債 2,922 5,297
長期延滞債権 983 1,121 1年内償還予定地方債 2,325 3,050
長期貸付金 148 148 未払金 49 1,482
基金 13,415 13,415 未払費用 0 0
その他 0 0 前受金 8 9
徴収不能引当金 △ 40 △ 52 前受収益 0 0

流動資産 6,124 9,672 賞与等引当金 200 395
現金預金 1,066 3,768 預り金 263 285
未収金 124 954 その他 77 77
短期貸付金 25 25 負債合計 29,226 40,678
基金 3,334 3,334
棚卸資産 1,575 1,612 純資産合計 72,245 77,213
その他 0 0 固定資産等形成分 98,307 111,058
徴収不能引当金 0 △ 20 余剰分（不足分） △ 26,062 △ 33,845

資産合計 101,472 117,891 負債及び純資産合計 101,472 117,891

資産の部 負債の部

純資産の部

 

 

○ 貸借対照表から分かること 

現在までに田川市では、一般会計等で 1,015 億円、全体で 1,179 億円の資産を形成しています。 

形成された資産のうち、純資産の 722 億円（一般会計等）、772 億円（全体）については、市税

や国県補助金などの過去の世代が得た財源によって既に支払いが済んでいますが、負債の 292 億

円（一般会計等）、407 億円（全体）については、今後の将来世代が負担していくことになります。 

資産の中で大きな割合を占めるのが、市営住宅、学校等の事業用資産で、535 億円（全体）、次

いで道路、公園などのインフラ資産で 341 億円（全体）となっています。これらは、総資産の約

７割（全体）を占めています。資産として計上されていますが、維持管理費や将来的に発生が見

込まれる建替費用など多くの問題を抱えています。 

今後は、施設ごとの個別施設計画を策定するなど、すでに策定している田川市公共施設等総合

管理計画を充実させ、この計画に基づいて処分が可能な資産の売却や施設の統廃合等を行い資産

のスリム化を進めるとともに、既存施設の長寿命化を図るなど、維持管理費用を可能な限り抑制

する必要があります。 

一方、負債の中では、地方債（市債）が１年内償還予定地方債（翌年度償還分）を合わせると、

325 億円（全体）となっており、総負債の約８割（全体、臨時財政対策債を含む）を占めており、

大きな割合となっています。 
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２ 行政コスト及び純資産変動計算書 （平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

（単位：百万円）
一般会計等 全体

経常費用 26,135 36,983
業務費用 12,784 19,521

人件費 3,224 6,349
物件費等 8,759 12,025
その他の業務費用 801 1,147

移転費用 13,351 17,462
経常収益 2,125 8,172          行政コスト計算書

使用料及び手数料 1,297 7,063
その他 829 1,110

純経常行政コスト 24,010 28,810
臨時損失 482 712
臨時利益 8 243

純行政コスト 24,485 29,279
財源 22,783 28,031

税収等 14,166 15,154
国県等補助金 8,617 12,878

本年度差額 △ 1,702 △ 1,248
資産評価差額 0 0          純資産変動計算書
無償所管換等 △ 307 △ 304
その他 △ 21 △ 906
本年度純資産変動額 △ 2,029 △ 2,458

前年度末純資産残高 74,274 79,671
本年度末純資産残高 72,245 77,213  

 

○ 行政コスト計算書から分かること 

平成３０年度の経常費用は、一般会計等で 261 億円、全体 370 億円です。 

行政サービスの利用に対する対価として、受益者が負担する使用料や手数料などの経常収益は

一般会計等で 21 億円、全体で 82 億円となっています。 

純行政コストは一般会計等で 245 億円、全体では 293 億円です。この不足部分については、市

税や地方交付税などの一般財源や国県等補助金で賄う必要があります。内訳については、次の純

資産変動計算書で示しています。 

生活保護費や国民健康保険医療費などの移転費用の割合が非常に大きくなっており、経常費用

の約５割（全体）を占めています。また、社会資本の経年劣化等に伴う減少額を表す減価償却費

は物件費等の中に含まれ、その額は一般会計等で 32 億円、全体で 39億円となっています。 

なお、一般会計等と全体の経常費用を比較すると 109 億円増加していますが、この主な要因は、

国民健康保険、後期高齢者医療の各特別会計においては、支出のほとんどを占める医療費、広域

連合負担金が、経常費用として行政コスト計算書に計上されるためです。 

また、一般会計等で 21 億円だった経常収益が、全体では 82 億円に増加していますが、これは、

水道使用料収入及び病院の診療収入によるものです。 

これらの影響により、全体の純行政コストは一般会計等に比べて約１.２倍に増加しています。 

 

○ 純資産変動計算書から分かること 

平成３０年度は、純資産が一般会計等で 20 億円、全体で 25 億円減少しています。 

一般会計等、全体ともに資産の増加よりも減価償却費による資産の減少額が大きかったことな

どにより、純資産の減少という結果になりました。 
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３ 資金収支計算書 （平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

  

（単位：百万円）

一般会計等 全体
業務活動収支 926 2,408

業務支出 23,495 33,836
業務収入 24,538 36,241
臨時支出 118 233
臨時収入 0 236

投資活動収支 △ 839 △ 899
投資活動支出 2,232 2,844
投資活動収入 1,393 1,946

財務活動収支 △ 53 △ 566
財務活動支出 2,374 3,162
財務活動収入 2,321 2,596

本年度資金収支額 34 944
本年度歳計外現金増減額 △ 3 △ 3
前年度末資金残高 1,035 2,827
本年度末資金残高 1,066 3,768  

 

○ 資金収支計算書から分かること 

平成３０年度において、一般会計等では 0.3 億円増加し、全体では 9億円増加しています。期

末の資金残高は一般会計等で 11 億円、全体で 38 億円になっています。 
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第１０ 平成３０年度全体財務書類のポイント(主な分析指標など) 

 

分析指標及び算出方法 指標の意味
田川市
H30
(A)

田川市
H29
(B)

増減
(C)=(A)-(B)

類似団体

H29

60.9%

（注）類似団体とは、国勢調査の結果に基づき、市を人口と産業構造により１６に分類したもので、本市は、人口が５万人未満、
産業構造は第２次及び第３次産業就業者数が就業者総数の９０％以上かつ第３次産業就業者数が就業者総数の６５％以上の区分に
属しています。なお、類似団体の各指標は、類似団体のうち財務書類を公表している団体の平成２９年度全体財務書類等より抜粋
したもので、収集できた１６市に本市を加えた類似団体全体の平均値です。

66.4%

35.9%

66.4%67.7% 1.3% 57.1%

36.4% 0.5% 37.5%

65.5%
１　純資産比率

　純資産 ÷ 総資産

２　社会資本形成の世代間比率

　（地方債＋１年以内償還予定地方債）
     ÷ 有形固定資産

３　有形固定資産減価償却率

　償却資産減価償却累計額の合計
   ÷ 償却資産取得価格等の合計

　資産老朽化がどのくらい進んでいる
のかを示す比率のことです。
　この数値が高いほど現有資産の老朽
化が進んでいるといえます。

　現在整備されている社会資本（建
物、道路、物品など）を、地方債（借
金）などの負債によってどのくらい調
達したのかを示す比率のことです。
　この数値については、高いほど将来
世代に負担が残っていることを現すた
め、低いほど財政状態が健全であると
いえます。

　企業会計でいう「自己資本比率」に
相当し、資産のうち、どの程度が正味
の資産（過去の世代の負担により整備
された資産）であるかを示す比率のこ
とです。
　この数値については、高いほど過去
の世代の負担によって資産が取得され
ているかを表すため、高いほど財政状
態が健全であるといえます。

-0.9%

 
 

「１ 純資産比率」、「２ 社会資本形成の世代間比率」については、類似団体の平均と比較するとそれぞ

れ良好な数値を示しており、また、これらの指標については前年度と比較しても大きな変化はありません。 

しかし、「３ 有形固定資産減価償却率」においては、類似団体平均より高い数値を示しており、さらに前年

度と比較しても数値が大きくなっています。 

これらのことを考慮すると、本市において現段階では、実際の借金を将来世代に多く残しているわけでは

ありません。しかし、資産（公共施設、道路等）の老朽化が進んだ状況にあり、更新が間に合っていない状況

です。 

これらの老朽化した資産を今後そのまま更新した場合は、多額の費用がかかるため、将来世代の負担に

直結することが考えられ、既に隠れた実質的な借金があるという状況であるといえます。 

このため、今後は人口減少が進むことも踏まえて、老朽化した資産の長寿命化対策だけでなく、田川

市公共施設等総合管理計画を充実させ、この計画に基づいて処分が可能な資産の売却、施設の統合、

老朽化した施設を更新せずに廃止することなどを行い資産（公共施設、道路等）のスリム化を早急に進

める必要があります。 
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