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地方財政の状況が厳しさを増す中で、財政の透明性を高め、住民に対する説明

責任をより適切に果たすとともに、財政の効率化・適正化をさらに進めるため、

従来からの現金主義・単式簿記による予算・決算制度に加え、発生主義・複式簿

記といった企業会計的手法を活用した財務書類の開示が進められています。 

 

 

市では、平成１１年度に独自方式により貸借対照表（バランスシート）を作成

して以来、平成２０年度決算からは、国の「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」に準拠した４つの財務書類（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）について、道内他団体の多くが採用

する「総務省方式改訂モデル」により作成し、公表してきました。 

 

 

しかしながら、財務書類の作成方式が複数存在し、市町村間の比較が難しいこ

とや、公共施設等のマネジメントにも資する固定資産台帳の整備が十分ではない

中で、既存の決算統計データを活用して作成する総務省方式改訂モデルでは、数

値の正確性の面でも課題があげられていたところです。 

 

 

このため、国では地方公共団体の財務書類に関する検証を進め、平成２６年に

は「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」において、固定資産台帳

の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類作成の統一的な基準が示されたと

ころであり、原則として平成２７年度から平成２９年度までの３年間で、統一的

な基準による財務書類をすべての都道府県、市町村で整備するよう要請があった

ところです。 

 

 

こうした流れを受け、市では平成２８年度決算から統一的な基準による財務書

類を作成し、公表することとしましたが、今後は団体間の比較が容易となり、現

金主義会計だけでは見えにくかったコストやストック情報を把握することで、財

政のマネジメント強化につなげるとともに、市民の皆さんと市の将来像を語り合

うための共通の素材となり、効果的・効率的な行政運営を進めるための有力なツ

ールとなるよう、財務書類を活用していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

１ はじめに 
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１ 一般会計等 

 江別市における一般会計等とは、一般会計と基本財産基金運用特別会計を合わせたもの

であり、一般会計等財務諸表は、２つの会計から繰入金や繰出金などの会計間取引を相殺

して作成しています。（総務省が実施する地方財政状況調査における普通会計と同義。） 

 

２ 全体会計 

 一般会計等に、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各特別会計、病院事業、水

道事業、下水道事業の各企業会計を加えた会計であり、繰入金や繰出金などの会計間取引

を相殺して作成しています。 

 

３ 連結会計 

 全体会計に、市が一定割合以上を出資する関与団体を加えた会計であり、内部取引（各

会計及び団体間の資金のやり取り）を相殺して作成しています。 

  

 なお、江別市の連結対象である一部事務組合、広域連合については、資料の取りまとめ

時点において財務書類が作成されていないため、連結していません。 

 

 

  

２ 財務書類の会計範囲 
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○ 作成上の基本的前提 

  平成２７年１月に総務省から示された「統一的な基準による地方公会計マニュア

ル」に基づき作成しています。 

 

○ 作成基準日 

会計年度の最終日（３月３１日）を基準日とします。なお、出納整理期間（４月１日

～５月３１日）における出納については、作成基準日までに終了したものとして処理し

ます。 

 

○ 基礎数値 

複式簿記・発生主義会計を採用し、一般会計等の歳入歳出データから作成された複式

仕訳を元に計上しています。歳入歳出以外のデータについては、「決算説明書」及び

「財政健全化判断比率の算定データ」等を使用しています。 

 

 

Ⅰ 貸借対照表（バランスシート） 

 

１ 貸借対照表（バランスシート）とは 

貸借対照表（バランスシート）は、決算日において有している「資産」、「負債」、

「純資産」を一覧表にしたもので、左側を「借方」、右側を「貸方」といいます。 

 

貸借対照表では、借方には有形固定資産や流動資産などの資産を計上し、貸方には

固定負債や流動負債などの負債を計上します。純資産は、資産から負債を差し引いた

額となっており、内訳は純資産変動計算書で表しています。負債と純資産は、江別市

の資産形成に必要な資金がどこからきたのか（資金の調達）を表し、資産は、その調

達した資金を何に使ったのか（資金の運用）が一目で分かるようになっています。 

 

また、負債はこれからの世代が今後負担していく金額を表し、純資産はこれまでの

世代が既に負担した金額を表しています。図のように「資産」＝「負債」＋「純資

産」という左右のバランスが取れた表となります。 

 

 
 

   借    方             貸    方 

資産（土地・建物、現金、基金等） 

年度末時点における保有資産の状況 

負債（地方債・債務負担行為等） 

これからの世代が負担する部分 

純資産（税収、国県等補助金等） 

これまでの世代が負担してきた部分 

 

３ 財務書類４表の説明 
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２ 資産の部 

 

○資産の意義 

    一会計年度を越えて、地方公共団体の経営資源として用いられると見込まれるも

のをいい、消耗品や役務サービスは含みません。なお、この中の有形固定資産には

土地、建物、物品等が該当し、長期間にわたって行政サービスを提供するために使

用されるものです。 

 

   ○固定資産 

「有形固定資産」、「無形固定資産」及び「投資その他の資産」に分類されており、 

所有する全ての固定資産は、取得価額、分類、耐用年数等を網羅的に記載している

固定資産台帳に基づき作成しています。 

 また、減価償却については、当該固定資産の会計年度期首における取得価額等に、

耐用年数に応じた償却率を乗じて算出しています。 

  

  <有形固定資産> 

① 事業用資産 

庁舎、学校、公民館、市営住宅などの資産 

② インフラ資産 

道路、公園などの社会的基盤となる資産 

③ 物品 

車両や機械など現金や基金以外の資産 

  <無形固定資産> 

① ソフトウェア 

財務会計システム、住民基本台帳システム等 

※サーバなどのハードウェアと一体とならなければ機能しないものについて  

は、物品等に含めて計上しています。 

② その他 

特許権、著作権、商号などの無体財産権 

<投資その他の資産> 

      有価証券、出資金などの投資及び出資金、税等の未収金のうち当初調定年度か

ら 1 年以上経過している長期延滞債権など 

 

○流動資産 

現金預金、回収期限が到来して 1 年を経過していない税や使用料等の未収金、未

収金のうち回収不能見込である徴収不能引当金などを計上しています。 
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３  負債の部 

 

   ○負債の意義 

      将来において支払いの必要があるものを表しています。 

 

   ○負債科目の分類 

      「固定負債」と「流動負債」に分類して表示します。 

     

<固定負債> 

固定負債は、「地方債」、「長期未払金」、「退職手当引当金」及び「損失補償

等引当金」などを計上しています。 

①  地方債は、貸借対照表（バランスシート）作成基準日における地方債残高

から翌年度償還元金分を控除した額を計上しています。 

②  債務負担行為の物件の購入等は、年度末までに履行のあった額から翌年度

支出予定額を控除した額を計上しています。 

③  退職手当引当金は、年度末に職員全員が普通退職したと仮定した場合に必

要となる金額から、退職手当に係る積立金を控除した額を計上しています。 

 <流動負債> 

流動負債は、「翌年度に償還予定の地方債」、「未払金」、「賞与等引当金」な

どを計上しています。 

 

４ 純資産の部 

 

○純資産の意義 

    資産のうち、税金や国等からの補助金で既に取得されているものを表します。 

 

○純資産の分類 

<固定資産等形成分> 

資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、原則として金銭以外の形態

で保有されます。 

<余剰分（不足分）> 

地方公共団体の費消可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭の形態で保

有されます。 

 

 

Ⅱ 行政コスト計算書 

 

貸借対照表がこれまでのストック情報を表すものに対し、行政コスト計算書は、福祉や

教育などのサービスの提供など、資産形成に繋がらない経常的な行政活動に伴う行政コス

トと、サービス受益者が負担する使用料・手数料などの経常的な収入を、当該年度のフロ

ー情報として表示しています。 

経常的な費用から経常的な収入を差し引いた純経常行政コストに、災害復旧事業費や資

産除売却に係る経費等を加味したものが、純行政コストとなります。 
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Ⅲ 純資産変動計算書 

 

 純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部について、税収や減価償却などが１年間

でどのように変動したかを表す財務書類です。純資産の部は今までの世代が負担してきた

部分を表しており、一年間でこの負担した部分がどのように増減したかを表しています。 

 

 

Ⅳ 資金収支計算書 

 

 資金収支計算書は、民間企業のキャッシュフロー計算書にあたるもので、地方公共団体

の活動の資金の流れを、３つの区分に分けて表示しています。 

 

○業務活動収支 

    地方公共団体が営む経常的な行政サービスや、一般的な財源である税収等により発生

する支出と収入、及び臨時的な活動から生じる支出と収入を集計し、差額を業務活動収

支として表示します。 

 

<業務支出> 

 人件費、物件費、支払利息、補助金、社会保障給付、他会計への繰出金など 

<業務収入> 

 市税、使用料・手数料など 

 

○投資活動収支 

    資産の形成に関係する投資的事業に係る臨時的な支出と収入を集計し、差額を投資活  

動収支として表示します。 

 

<投資活動支出> 

 公共施設等整備費、基金積立金、投資及び出資金、貸付金など 

<投資活動収入> 

 国県等補助金、基金取崩、貸付金元金回収、固定資産の売却など 

 

○財務活動収支 

    地方債の償還や発行等に伴い発生する支出と収入を集計し、差額を財務活動収支とし

て表示します。 

 

<財務活動支出> 

 地方債の償還など 

<財務活動収入> 

 地方債の発行など 
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（単位：円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 106,707,141,890 固定負債 38,215,775,562

有形固定資産 95,255,087,252 地方債 34,614,866,562
事業用資産 60,930,305,790 長期未払金 89,680,000

土地 27,964,207,977 退職手当引当金 3,511,229,000
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 74,667,350,019 その他 -
建物減価償却累計額 △ 42,443,211,623 流動負債 4,600,776,576
工作物 1,591,643,756 1年内償還予定地方債 3,458,363,649
工作物減価償却累計額 △ 851,649,939 未払金 59,867,000
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 357,754,450
航空機 - 預り金 724,791,477
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 42,816,552,138
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,965,600 固定資産等形成分 119,448,623,545

インフラ資産 33,378,434,053 余剰分（不足分） △ 52,311,179,794
土地 20,258,926,014
建物 482,380,572
建物減価償却累計額 △ 223,264,575
工作物 161,910,109,331
工作物減価償却累計額 △ 149,129,382,889
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 79,665,600

物品 4,247,188,640
物品減価償却累計額 △ 3,300,841,231

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 11,452,054,638
投資及び出資金 14,833,643,027

有価証券 201,200,000
出資金 14,632,443,027
その他 -

投資損失引当金 △ 11,086,126,254
長期延滞債権 308,569,568
長期貸付金 2,695,573,959
基金 4,507,502,285

減債基金 -
その他 4,507,502,285

その他 214,599,259
徴収不能引当金 △ 21,707,206

流動資産 3,246,853,999
現金預金 1,247,266,067
未収金 62,322,317
短期貸付金 52,056,600
基金 1,890,161,163

財政調整基金 1,002,147,328
減債基金 888,013,835

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 4,952,148 67,137,443,751

109,953,995,889 109,953,995,889
純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

Ⅰ　一般会計等

負債合計

【様式第１号】
貸借対照表

（令和 2年 3月31日現在）

科目 科目

４ 会計別財務書類４表
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（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

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

-

167,889,078

162,768,029

5,121,049

37,486,671,542

-

12,087,576,848

4,580,540,588

116,136,752

2,149,712,442

807,771,422

1,341,941,020

35,825,866,615

1,828,694,005

134,814,004

615,628,423

1,078,251,578

3,846,757,046

1,052,449,065

10,414,788,124

7,192,882,426

421,890,207

2,800,015,491

-

402,158,342

187,658,299

13,571,372

200,928,671

20,631,011,234

-

【様式第２号】

行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 金額

37,975,579,057

17,344,567,823

6,527,621,357

5,117,417,842

357,754,450
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（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 118,556,116,393 △ 51,843,565,017

純行政コスト（△） 37,486,671,542

財源 37,545,824,297

税収等 25,860,459,068

国県等補助金 11,685,365,229

本年度差額 59,152,755

固定資産等の変動（内部変動） 526,145,365 △ 526,145,365

有形固定資産等の増加 3,158,150,181 △ 3,158,150,181

有形固定資産等の減少 △ 3,434,776,107 3,434,776,107

貸付金・基金等の増加 4,142,323,888 △ 4,142,323,888

貸付金・基金等の減少 △ 3,339,552,597 3,339,552,597

資産評価差額 -

無償所管換等 376,886,014

その他 △ 10,524,227 △ 622,167

本年度純資産変動額 892,507,152 △ 467,614,777

本年度末純資産残高 119,448,623,545 △ 52,311,179,794

376,886,014

△ 11,146,394

424,892,375

67,137,443,751

-

59,152,755

【様式第３号】

純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 合計

66,712,551,376

37,486,671,542

37,545,824,297

25,860,459,068

11,685,365,229
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【様式第４号】

（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出 35,155,561,200

業務費用支出 14,524,549,966

人件費支出 6,521,190,363

物件費等支出 7,614,772,633

支払利息支出 187,658,299

その他の支出 200,928,671

移転費用支出 20,631,011,234

補助金等支出 3,846,757,046

社会保障給付支出 12,087,576,848

他会計への繰出支出 4,580,540,588

その他の支出 116,136,752

業務収入 38,025,937,613

税収等収入 25,875,854,829

国県等補助金収入 10,485,266,769

使用料及び手数料収入 807,387,616

その他の収入 857,428,399

臨時支出 134,814,004

災害復旧事業費支出 134,814,004

その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 2,735,562,409

【投資活動収支】

投資活動支出 7,323,030,556

公共施設等整備費支出 3,182,091,987

基金積立金支出 1,027,926,169

投資及び出資金支出 678,640,309

貸付金支出 2,434,372,091

その他の支出 -

投資活動収入 4,726,518,928

国県等補助金収入 1,200,098,460

基金取崩収入 1,918,347,000

貸付金元金回収収入 1,310,352,197

資産売却収入 181,900,222

その他の収入 115,821,049

投資活動収支 △ 2,596,511,628

【財務活動収支】

財務活動支出 3,446,390,595

地方債償還支出 3,446,390,595

その他の支出 -

財務活動収入 2,980,157,000

地方債発行収入 2,980,157,000

その他の収入 -

財務活動収支 △ 466,233,595

△ 327,182,814

849,657,404

522,474,590

前年度末歳計外現金残高 709,237,466

本年度歳計外現金増減額 15,554,011

本年度末歳計外現金残高 724,791,477

本年度末現金預金残高 1,247,266,067

前年度末資金残高

本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 金額

本年度資金収支額

- 10 -



全体 （単位：円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 178,920,197,642 固定負債 86,755,601,151

有形固定資産 168,314,138,257 地方債 50,954,773,775
事業用資産 67,317,650,738 長期未払金 89,680,000

土地 28,032,787,968 退職手当引当金 3,517,517,092
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 80,821,933,279 その他 32,193,630,284
建物減価償却累計額 △ 44,778,554,852 流動負債 9,357,351,963
工作物 5,604,206,858 1年内償還予定地方債 6,899,189,445
工作物減価償却累計額 △ 2,386,749,751 未払金 1,078,600,561
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 607,557,598
航空機 - 預り金 746,558,578
航空機減価償却累計額 - その他 25,445,781
その他 226,285,216 96,112,953,114
その他減価償却累計額 △ 204,223,580 【純資産の部】
建設仮勘定 1,965,600 固定資産等形成分 178,655,730,683

インフラ資産 91,012,892,088 余剰分（不足分） △ 88,243,032,434
土地 21,415,773,437
建物 3,566,361,293
建物減価償却累計額 △ 2,280,179,124
工作物 271,034,130,539
工作物減価償却累計額 △ 203,438,603,534
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 715,409,477

物品 27,554,254,305
物品減価償却累計額 △ 17,570,658,874

無形固定資産 888,435,671
ソフトウェア -
その他 888,435,671

投資その他の資産 9,717,623,714
投資及び出資金 2,365,032,928

有価証券 201,200,000
出資金 2,163,832,928
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 583,995,874
長期貸付金 424,001,600
基金 6,174,201,770

減債基金 -
その他 6,174,201,770

その他 214,599,259
徴収不能引当金 △ 44,207,717

流動資産 7,605,453,721
現金預金 4,331,588,565
未収金 1,333,905,282
短期貸付金 52,056,600
基金 1,890,161,163

財政調整基金 1,002,147,328
減債基金 888,013,835

棚卸資産 49,875,453
その他 -
徴収不能引当金 △ 52,133,342

繰延資産 - 90,412,698,249
186,525,651,363 186,525,651,363

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

Ⅱ　全体会計 【様式第１号】
全体貸借対照表

（令和2年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計
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全体 （単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

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

10,359,874

167,889,078

162,768,029

5,121,049

59,240,315,624

-

12,085,460,197

-

118,154,700

10,070,970,816

4,001,658,450

6,069,312,366

58,537,538,526

870,666,176

134,814,004

725,492,298

-

26,933,276,667

1,353,639,861

17,923,287,821

11,014,143,504

801,637,405

6,107,506,912

-

1,134,076,026

530,186,443

32,847,103

571,042,480

39,136,891,564

-

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 金額

68,608,509,342

29,471,617,778

10,414,253,931

8,460,172,388

600,441,682
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全体 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 180,943,830,010 △ 91,661,699,194

純行政コスト（△） 59,240,315,624

財源 60,007,523,768

税収等 34,149,199,657

国県等補助金 25,858,324,111

本年度差額 767,208,144

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,904,086,126 2,904,086,126

有形固定資産等の増加 7,538,101,990 △ 7,538,101,990

有形固定資産等の減少 △ 9,634,583,529 9,634,583,529

貸付金・基金等の増加 2,775,698,359 △ 2,775,698,359

貸付金・基金等の減少 △ 3,583,302,946 3,583,302,946

資産評価差額 -

無償所管換等 376,886,014

その他 239,100,785 △ 252,627,510

本年度純資産変動額 △ 2,288,099,327 3,418,666,760

本年度末純資産残高 178,655,730,683 △ 88,243,032,434

376,886,014

△ 13,526,725

1,130,567,433

90,412,698,249

-

767,208,144

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 合計

89,282,130,816

59,240,315,624

60,007,523,768

34,149,199,657

25,858,324,111
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【様式第４号】

全体 （単位：円）

【業務活動収支】

業務支出 62,601,306,445

業務費用支出 23,464,414,881

人件費支出 10,467,602,106

物件費等支出 11,888,934,195

支払利息支出 530,186,443

その他の支出 577,692,137

移転費用支出 39,136,891,564

補助金等支出 26,933,276,667

社会保障給付支出 12,085,460,197

他会計への繰出支出 -

その他の支出 118,154,700

業務収入 67,072,334,556

税収等収入 34,182,585,738

国県等補助金収入 23,312,212,155

使用料及び手数料収入 4,004,871,270

その他の収入 5,572,665,393

臨時支出 144,543,878

災害復旧事業費支出 134,814,004

その他の支出 9,729,874

臨時収入 -

業務活動収支 4,326,484,233

【投資活動収支】

投資活動支出 8,115,925,422

公共施設等整備費支出 5,341,612,382

基金積立金支出 1,609,940,949

投資及び出資金支出 30,000,000

貸付金支出 1,134,372,091

その他の支出 -

投資活動収入 5,075,352,605

国県等補助金収入 1,555,686,486

基金取崩収入 2,036,530,000

貸付金元金回収収入 1,185,414,848

資産売却収入 181,900,222

その他の収入 115,821,049

投資活動収支 △ 3,040,572,817

【財務活動収支】

財務活動支出 9,659,624,248

地方債償還支出 9,659,624,248

その他の支出 -

財務活動収入 7,930,379,000

地方債発行収入 7,931,657,000

その他の収入 △ 1,278,000

財務活動収支 △ 1,729,245,248

△ 443,333,832

4,050,130,920

3,606,797,088

前年度末歳計外現金残高 709,237,466

本年度歳計外現金増減額 15,554,011

本年度末歳計外現金残高 724,791,477

本年度末現金預金残高 4,331,588,565

前年度末資金残高

本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 金額

本年度資金収支額
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連結 （単位：円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 178,878,003,260 固定負債 86,755,601,151

有形固定資産 168,328,583,875 地方債 50,954,773,775
事業用資産 67,330,330,127 長期未払金 89,680,000

土地 28,032,787,968 退職手当引当金 3,517,517,092
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 80,852,724,279 その他 32,193,630,284
建物減価償却累計額 △ 44,798,005,848 流動負債 9,409,048,148
工作物 5,605,964,471 1年内償還予定地方債 6,899,189,445
工作物減価償却累計額 △ 2,387,167,979 未払金 1,115,939,751
船舶 - 未払費用 11,688,972
船舶減価償却累計額 - 前受金 20,000
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 607,557,598
航空機 - 預り金 749,206,601
航空機減価償却累計額 - その他 25,445,781
その他 226,285,216 96,164,649,299
その他減価償却累計額 △ 204,223,580 【純資産の部】
建設仮勘定 1,965,600 固定資産等形成分 178,626,672,675

インフラ資産 91,012,892,088 余剰分（不足分） △ 88,072,825,980
土地 21,415,773,437 他団体出資等分 103,118,434
建物 3,566,361,293
建物減価償却累計額 △ 2,280,179,124
工作物 271,034,130,539
工作物減価償却累計額 △ 203,438,603,534
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 715,409,477

物品 27,557,779,335
物品減価償却累計額 △ 17,572,417,675

無形固定資産 888,435,671
ソフトウェア -
その他 888,435,671

投資その他の資産 9,660,983,714
投資及び出資金 2,278,392,928

有価証券 201,200,000
出資金 2,077,192,928
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 583,995,874
長期貸付金 424,001,600
基金 6,204,201,770

減債基金 -
その他 6,204,201,770

その他 214,599,259
徴収不能引当金 △ 44,207,717

流動資産 7,943,611,168
現金預金 4,624,467,969
未収金 1,334,282,481
短期貸付金 52,056,600
基金 1,926,214,163

財政調整基金 1,038,200,328
減債基金 888,013,835

棚卸資産 58,578,136
その他 145,161
徴収不能引当金 △ 52,133,342

繰延資産 - 90,656,965,129
186,821,614,428 186,821,614,428

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

Ⅲ　連結会計 【様式第１号】
連結貸借対照表

（令和 2年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計
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連結 （単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

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

10,359,874

167,889,078

162,768,029

5,121,049

59,229,756,111

-

12,085,460,197

-

126,082,756

10,214,520,350

4,001,658,450

6,212,861,900

58,526,979,012

870,666,177

134,814,004

725,492,299

-

26,890,220,800

1,364,397,834

17,867,636,963

10,953,158,727

805,018,975

6,109,459,261

-

1,221,283,449

530,186,443

32,847,103

658,249,903

39,101,763,753

-

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 金額

68,741,499,362

29,639,735,609

10,550,815,197

8,585,975,681

600,441,682
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連結 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 180,911,772,175 △ 91,492,172,288 98,488,296

純行政コスト（△） 59,229,756,111 -

財源 60,007,523,768

税収等 34,149,199,657

国県等補助金 25,858,324,111

本年度差額 773,137,519 4,630,138

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,901,086,299 2,901,086,299

有形固定資産等の増加 7,538,101,990 △ 7,538,101,990

有形固定資産等の減少 △ 9,634,583,529 9,634,583,529

貸付金・基金等の増加 2,778,698,186 △ 2,778,698,186

貸付金・基金等の減少 △ 3,583,302,946 3,583,302,946

資産評価差額 -

無償所管換等 376,886,014

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 - - -

その他 239,100,785 △ 254,877,510

本年度純資産変動額 △ 2,285,099,500 3,419,346,308 4,630,138

本年度末純資産残高 178,626,672,675 △ 88,072,825,980 103,118,43490,656,965,129

376,886,014

-

-

-

△ 15,776,725

1,138,876,946

-

89,518,088,183

59,229,756,111

60,007,523,768

34,149,199,657

25,858,324,111

777,767,657

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 合計

- 17 -



【様式第４号】

連結 （単位：円）

【業務活動収支】

業務支出 62,732,759,485

業務費用支出 23,631,145,432

人件費支出 10,604,163,372

物件費等支出 11,831,896,057

支払利息支出 530,186,443

その他の支出 664,899,560

移転費用支出 39,101,614,053

補助金等支出 26,890,220,800

社会保障給付支出 12,085,460,197

他会計への繰出支出 -

その他の支出 125,933,056

業務収入 67,206,023,441

税収等収入 34,182,585,738

国県等補助金収入 23,312,212,155

使用料及び手数料収入 4,004,871,270

その他の収入 5,706,354,278

臨時支出 144,543,879

災害復旧事業費支出 134,814,004

その他の支出 9,729,875

臨時収入 -

業務活動収支 4,328,720,077

【投資活動収支】

投資活動支出 8,118,925,249

公共施設等整備費支出 5,341,612,382

基金積立金支出 1,612,940,776

投資及び出資金支出 30,000,000

貸付金支出 1,134,372,091

その他の支出 -

投資活動収入 5,075,352,605

国県等補助金収入 1,555,686,486

基金取崩収入 2,036,530,000

貸付金元金回収収入 1,185,414,848

資産売却収入 181,900,222

その他の収入 115,821,049

投資活動収支 △ 3,043,572,644

【財務活動収支】

財務活動支出 9,661,874,248

地方債償還支出 9,659,624,248

その他の支出 2,250,000

財務活動収入 7,930,379,000

地方債発行収入 7,931,657,000

その他の収入 △ 1,278,000

財務活動収支 △ 1,731,495,248

△ 446,347,815

4,346,024,307

比例連結割合変更に伴う差額 -

3,899,676,492

前年度末歳計外現金残高 709,237,466

本年度歳計外現金増減額 15,554,011

本年度末歳計外現金残高 724,791,477

本年度末現金預金残高 4,624,467,969

前年度末資金残高

本年度末資金残高

連結資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 金額

本年度資金収支額
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①　人口一人当たりの貸借対照表及び行政コスト計算書

（千円）

【資産の部】 Ｒ１ Ｈ30 【負債の部】 Ｒ１ Ｈ30
１．有形固定資産 １．固定負債
　（１）事業用資産 510 513 　（１）地方債 290 295
　（２）インフラ資産 280 279 　（２）長期未払金 1 1
　（３）物品 8 9 　（３）退職手当引当金 29 33

２．投資その他の資産 ２．流動負債
　（１）投資及び出資金 124 120 　（１）償還予定地方債 29 29
　（２）投資損失引当金 △ 93 △ 84 　（２）賞与等引当金 3 3
　（３）基金 38 39 　（３）預り金 6 6
　（４）長期貸付金 23 12 　（４）その他 1 1
　（５）その他 4 4

359 368
３．流動資産
　（１）現金預金 10 13 【純資産の部】
　（２）基金 16 23 562 562
　（３）その他 1 2

921 930 921 930

（千円）
Ｒ１ H30

１．業務費用
　（１）人件費 55 55
　（２）物件費等 87 86
　（３）その他の業務費用 3 3
２．移転費用
　（１）補助金等 32 30
　（２）社会保障給付 101 94
　（３）他会計への繰出金等 40 38

318 306
Ｒ１ H30

7 7
11 6
18 13

300 293
15 14

1 1
314 306

　貸借対照表（バランスシート）に記載されている各数値を人口で割ることで、市民一人当
たりの資産と負債がわかります。

借　　　　方

資　　産　　合　　計

○貸借対照表

　総務省作成の「地方公会計の推進に関する研究会報告書」で示された指標等を参考に、江
別市の財務諸表について分析しました。

純 行 政 コ ス ト

純経常行政コスト

その他
経　常　収　益　計

使用料・手数料

経　常　費　用

経　常　収　益

臨時損失
臨時利益

経　常　費　用　計

貸　　　　方

負 債 純 資 産 合 計

純　 資　 産　 合　 計

○行政コスト計算書

負　　債　　合　　計

　同様に行政コスト計算書に記載されている各数値を人口で割ることで、市の経常的な活動
に伴い市民一人当たりが負担しているコストがわかります。

５ 一般会計等財務書類４表の分析
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②　プライマリーバランス（基礎的財政収支）

年度
Ｒ１
Ｈ30

③　社会資本形成の世代間負担比率

・純資産比率（公共資産整備の過去及び現世代負担比率）
《純資産合計÷資産合計×100》

（千円）

年度
Ｒ１
Ｈ30

　平均的な値とされる過去及び現世代負担比率は50％～90％の間といわれています。
　過去及び現世代負担比率は、純資産の増加により昨年度から0.7ポイント上昇しました。

・将来世代負担比率（公共資産整備の将来世代における負担比率）
《地方債残高÷有形・無形固定資産×100》

（千円）

年度
Ｒ１
Ｈ30

※地方債残高は、臨時財政対策債及び減税補填債を除く。

　平均的な値とされる将来世代における負担比率は15％～40％の間といわれています。
　昨年度と比較して、将来世代における負担比率は0.3ポイント低下しました。

④　有形固定資産減価償却率《減価償却累計額÷取得価額×100》

（千円）

償却率 前年比率

56.8% 56.5%
53.5% 53.3%

46.3% 44.4%
92.1% 92.2%
77.7% 74.0%
80.7% 80.7%

　昨年度と同様、80.7％となりました。

　有形固定資産について、一定の耐用年数により減価償却を行った結果として、資産の取得か
らどの程度経過しているかを把握することができる指標です。

資産合計資産合計 純資産合計

95,154,827 20,725,403 21.8%

　インフラ資産の工作物（主に道路・橋梁）と物品に関しては、財務諸表上の耐用年数が実際
の使用年数よりも低めに設定されているため、償却率が高くなっています。

比率

△ 450,190

プライマリーバランス
△ 563,712

109,953,996 67,137,444 61.1%

21.5%

　貸借対照表（バランスシート）に記載されている、社会資本形成の財源が純資産（これまで
の世代の負担）によるものか、負債（将来世代の負担）によるものかに着目することで、将来
世代へ負担が先送りされていないかといった世代間負担の状況がわかります。

比率

110,472,676 66,712,551

有形・無形固定資産

20,452,939
地方債残高

95,255,087

60.4%

〔事業用資産〕

科目 取得価額 減価償却累計額

　　工作物 1,591,644 851,650
　　建物 74,667,350 42,443,212

161,910,109 149,129,383
　　建物 482,381 223,265
〔インフラ資産〕

　資金収支計算書の「支払利息支出を除いた業務活動収支」と「基金積立金支出及び基金取崩
収入を除いた投資活動収支」を合算して算出しています。
　財政の健全性を判断する比率ではないため必ずしも黒字でなければならない指標ではありま
せんが、収支のバランスを示す指標として用いられています。

合計 242,898,673 195,948,351
〔物品〕 4,247,189 3,300,841
　　工作物
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⑤　資産の構成《各科目の資産÷資産合計×100》

（千円）

⑥　行政コスト対税収等比率《純経常行政コスト÷財源等（税収等+国県等補助金）×100》

（千円）

年度 比率

Ｒ１ 95.4%

Ｈ30 95.1%

⑦　債務償還比率《実質債務÷償還財源上限額×100》

実質債務：将来負担額　－　充当可能財源
償還財源上限：経常一般財源（歳入）等　－　経常経費充当財源等

（千円）

年度

Ｒ１

Ｈ30

　債務の償還原資を、経常的な歳入歳出の差し引きからどれだけ確保できているかという指
標であり、債務償還比率が低いほど債務償還能力が高いといえます。

38,087,716 6,045,798 630.0%

39,490,718 6,370,258 619.9%

34,761,549 25,492,197 11,072,602

　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、あるい
は翌年度以降へ引き継ぐ負担が軽減されたことを表しています。100％を上回ると、過去か
ら蓄積した資産が取り崩されたことを表します。

　地方債や退職手当負担見込額といった債務償還に充当できる一般財源に対する実質債務の
比率です。（※地方公会計から得られる情報ではないため参考指標）

実質債務 償還財源上限額 債務償還比率

　税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を算出することによって、当該年度の税収
等のうち、資産形成を伴わない行政コストにどれだけ費消されたのかを把握することができ
ます。

純経常行政コスト 税収等 国県等補助金

35,825,867 25,860,459 11,685,365

　資産の約85%は、学校や市営住宅などの事業用資産（55.4%）と、道路や公園といった社
会の基盤となるインフラ資産（30.4%）で構成されています。

合計 109,953,996 100.0% 100.0%

その他 109,427 0.1% 0.2%

基金 1,890,161 1.7% 2.4%

現金預金 1,247,266 1.1% 1.4%

投資その他の資産 11,452,055 10.4% 9.8%

物品 946,347 0.9% 1.0%

インフラ資産 33,378,434 30.4% 30.0%

　昨年度と比較すると、地方債残高等の実質債務が減少した一方で、社会保障関係経費の増
加などにより歳出経常一般財源が増加したことなどから、10.1ポイント上昇しました。

　貸借対照表（バランスシート）の資産の構成割合を見ることで、科目ごとの公共資
産形成の比重を把握することが出来ます。

行政項目 金額 構成比 前年構成比

事業用資産 60,930,306 55.4% 55.2%
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①　人口一人当たりの貸借対照表及び行政コスト計算書

（千円）

Ｒ１ Ｈ30 Ｒ１ Ｈ30
【資産の部】 【負債の部】
１．有形固定資産 １．固定負債
　（１）事業用資産 564 569 　（１）地方債 427 442
　（２）インフラ資産 762 770 　（２）長期未払金 1 1
　（３）物品 84 85 　（３）引当金 29 34

　（４）その他 270 277
２．無形固定資産
　（１）ソフトウェア等 7 8

２．流動負債
３．投資その他の資産 　（１）償還予定地方債 58 58
　（１）投資及び出資金 19 20 　（２）未払金 9 11
　（２）長期延滞債権 5 5 　（３）賞与引当金 5 5
　（３）長期貸付金 4 4 　（４）預り金 6 6
　（４）基金 52 49 　（５）その他 1 1
　（５）その他 1 1

806 835
４．流動資産
　（１）現金預金 39 42
　（２）未収金 11 11 759 753
　（３）基金 16 23
　（４）その他 1 1

1,565 1,588 1,565 1,588資　　産　　合　　計

貸　　　　方

負 債 純 資 産 合 計

純　 資　 産　 合　 計

負　　債　　合　　計

【純資産の部】

　貸借対照表（バランスシート）に記載されている各数値を人口で割ることで、市民一人
当たりの資産と負債がわかります。

借　　　　方

　総務省作成の「地方公会計の推進に関する研究会報告書」で示された指標等を参考に、
江別市の財務諸表について分析しました。

○連結貸借対照表

6 連結財務書類４表の分析
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○連結行政コスト計算書 （千円）
Ｒ１ H30

１．業務費用
　（１）人件費 88 90
　（２）物件費等 150 149
　（３）その他の業務費用 10 12
２．移転費用
　（１）補助金等 225 218
　（２）社会保障給付 102 94
　（３）他会計への繰出金等 1 1

576 564
Ｒ１ H30

使用料・手数料 34 34
その他 52 51

86 85
490 479

臨時損失 7 4
　（１）災害復旧事業費 1 2
　（２）資産除売却損 6 1
　（３）その他 0 1
臨時利益 1 1

496 482

②　社会資本形成の世代間負担比率

・純資産比率（公共資産整備の過去及び現世代負担比率）《純資産合計÷資産合計×100》

（千円）

年度

Ｒ１

Ｈ30

　平均的な値とされる過去及び現世代負担比率は50％～90％の間といわれています。

　過去及び現世代負担比率は、純資産の増加により昨年度から1.1ポイント上昇しました。

・将来世代負担比率（公共資産整備の将来世代における負担比率）

《地方債残高÷有形・無形固定資産×100》

（千円）

年度

Ｒ１

Ｈ30
※地方債残高は、臨時財政対策債及び減税補填債を除く。

　平均的な値とされる将来世代における負担比率は15％～40％の間といわれています。

　昨年度と比較して、将来世代における負担比率は0.7ポイント低下しました。

89,518,088

　同様に行政コスト計算書に記載されている各数値を人口で割ることで、市の経常的な活動
に伴い市民一人当たりが負担しているコストがわかります。

47.4%188,720,478

比率

186,821,614

純 経 常 行 政 コ ス ト

48.5%90,656,965

資産合計

48.5%
純資産合計

純 行 政 コ ス ト

経　常　費　用

経　常　費　用　計
経　常　収　益

経　常　収　益　計

　貸借対照表（バランスシート）に記載されている、社会資本形成の財源が純資産（これまでの世
代の負担）によるものか、負債（将来世代の負担）によるものかに着目することで、将来世代へ負
担が先送りされていないかといった世代間負担の状況がわかります。

41,641,300170,127,553 24.5%
40,233,672

地方債残高有形・無形固定資産

169,217,020

比率

23.8%
比率
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③　有形固定資産減価償却率《減価償却累計額÷取得価額×100》

（千円）

償却率 前年比率

55.4% 54.9%
42.6% 41.1%

63.9% 62.1%
75.1% 74.7%
63.8% 62.8%
69.6% 69.2%

　昨年度と比較して、0.4ポイント上昇しました。

　　建物 80,852,724 44,798,006

　有形固定資産について、一定の耐用年数により減価償却を行った結果として、資産の取得
からどの程度経過しているかを把握することができる指標です。

科目 取得価額 減価償却累計額
〔事業用資産〕

〔インフラ資産〕

　　工作物 5,605,964 2,387,168

　　工作物 271,034,131 203,438,604
　　建物 3,566,361 2,280,179

合計 388,616,959 270,476,375
〔物品〕 27,557,779 17,572,418

　一般会計等財務書類と同様に、インフラ資産の工作物（主に道路・橋梁）と物品に関して
は、財務諸表上の耐用年数が実際の使用年数よりも低めに設定されているため、償却率が高
くなっています。
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行政コスト計算書の内容

〈業務費用〉

（１）人件費 職員給与や議員報酬、退職給付費用など

（２）物件費等 備品や消耗品、施設の維持修繕に係る経費など

（３）その他の業務費用 地方債や一時借入金の利子など

〈移転費用〉

（１）補助金等 団体や市民への補助金など

（２）社会保障給付 児童福祉、生活保護、医療費給付に係る社会保障費など

（３）他会計への繰出金 他会計への繰出金など

（４）その他の移転費用 負担金、補償金、賠償金など

（１）使用料及び手数料 公共施設の使用料や証明書発行手数料など

（２）その他 土地・建物貸付収入や雑入など

「経常費用」－「経常収益」

（１）臨時損失 災害復旧事業費、資産除売却損など

（２）臨時利益 資産売却益など

「純経常行政コスト」＋「臨時損失」－「臨時利益」

純資産変動計算書の内容

前年度末の貸借対照表に計上された純資産の額

当該年度における行政コスト計算書の「純行政コスト」の額

市民税、固定資産税、地方交付税など

財源として調達した国県等補助金

純資産内部の変動を示すもの

有形固定資産の取得価額と売却可能額との差額や、「有価証券」などの取
得価額と時価との差額など

無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など

上記以外の振替要素

前年度末純資産残高と本年度末純資産残高の差

当該年度の貸借対照表の純資産合計と一致

固定資産等の変動

資産評価差額

無償所管換等

その他

本年度純資産変動額

【経常費用】

【経常収益】

（差引）純行政コスト

本年度末純資産残高

（差引）純経常行政コスト

前年度末純資産残高

純行政コスト

税収等

国県等補助金
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