
平成 25年度

東みよし町連結財務諸表

（概要・分析）

連結対象

一 般 会 計

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

水 道 事 業 特 別 会 計

簡易水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計



（単位：千円）

１　公共資産 １　固定負債

　（１）有形固定資産 41,326,337 　（１）地方公共団体 10,747,045

　（２）無形固定資産 22,824 　（２）関係団体 0

　（３）売却可能資産 391,849 　（３）長期未払金 58,898

　公共資産合計 41,741,010 　（４）引当金 1,802,093

２　投資等 　（５）その他 0

　（１）投資及び出資金 559,380 　固定負債合計 12,608,036

　（２）貸付金 18,918

　（３）基金等 2,103,996 ２　流動負債

　（４）長期延滞債権 185,081 　（１）翌年度償還予定額 1,286,765

　（５）その他 0 　（２）短期借入金 0

　（６）回収不能見込額 △ 7,888 　（３）未払金 19,410

　投資等合計 2,859,487 　（４）翌年度支払予定退職手当 0

３　流動資産 　（５）賞与引当金 83,818

　（１）資金 4,745,442 　（６）その他 0

　（２）未収金 60,735 　流動負債合計 1,389,993

　（３）販売用不動産 0

　（４）その他 1,571 負債合計 13,998,029

　（５）回収不能見込額 0

　流動資産合計 4,807,748

４　繰延勘定 0 　純資産合計 35,410,216

資産合計 49,408,245 負債・純資産合計 49,408,245

純資産の部

連結貸借対照表

（平成26年3月31日現在）

借方 貸方

資産の部 負債の部

【貸借対照表】 

町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
財源で賄ってきたかを総括的に対照表示
した財務諸表 

現在行政目的のた
めに使用されてい
ない資産額 

特定の目的のため
に貯めている積立

1年以上回収され

ていない町税等の

平成25年度中に回
収されなかった町
税等の債権 

現在町が住民サー
ビスを提供するた
めに保有している
資産の総額 
 

平成27年度以降に
返済する予定の借
金残高 

平成27年度以降に

支払う予定の債務

残高 

平成25年度末ま
でに発生した、特
別職を含む全職員
に将来支給すべき
退職手当 

平成26年度に返済

する予定の借金残

高 

平成26年度に支払

う予定の債務残高 
 

資産形成のために
発行した借金の残
額【将来世代の負
担となる額】 

資産形成のためす
でに支払った額
【現世代が負担し
てきた額】 

現在行政目的のた
めに使用されてい
る資産額 



（単位：千円）

経常行政コスト 8,122,141

１　人にかかるコスト 1,405,189

　（１）人件費 1,214,630

　（２）退職手当引当金繰入等 106,741

　（３）賞与引当金繰入額 83,818

２　物にかかるコスト 2,808,841

　（１）物件費 1,093,898

　（２）維持補修費 30,634

　（３）減価償却費 1,684,309

３　移転支出的なコスト 3,689,906

　（１）社会保障給付費 1,905,657

　（２）補助金等 1,229,599

　（３）他会計等への支出金 478,302

　（４）他団体への公共資産整備補助金等 76,348

４　その他のコスト 218,205

　（１）支払利息 149,640

　（２）回収不能見込計上額 36,285

　（３）その他行政コスト 32,280

経常収益 1,303,101

１　使用料・手数料等 141,789

２　分担金・負担金・寄附金 514,285

３　保険料 389,040

４　事業収益 244,101

５　その他特定行政サービス収入 13,886

純経常行政コスト（経常行政コスト－経常収益） 6,819,040

連結行政コスト計算書

（自　平成25年4月1日　　至　平成26年3月31日）
【行政コスト計算書】 

平成25年度の行政活動のう
ち、福祉活動やごみの収集
といった資産形成に結びつ
かない行政サービスにかか
る経費と、その行政サービ
スの直接の対価として得ら
れた財源を対比させた財務
諸表 

資産形成に結びつかない1年
間の行政サービスを提供する
ために要した経費 

保険料や水道料金、施設利用
料など主に行政サービス提供
の過程で得られた受益者負担

経費から受益者負担を差し引
いた額【町税や地方交付税と
いった一般財源等で賄わなけ
ればならないコスト】 

 



（単位：千円）

期首純資産残高 34,800,790

１　純経常行政コスト △ 6,819,040

２　一般財源

　（１）地方税 1,294,036

　（２）地方交付税 3,768,588

　（３）その他行政コスト充当財源 493,374

３　補助金等受入 1,708,335

４　臨時損益 △ 8,107

５　出資の受入・新規設立 0

６　資産評価替えによる変動額 166,547

７　無償受贈資産受入 5,693

８　その他 0

９　経費負担割合変更に伴う差額 0

期末純資産残高 35,410,216

連結純資産変動計算書

（自　平成25年4月1日　　至　平成26年3月31日）
【純資産変動計算書】 

貸借対照表上の純資産合計が

1年間でどのように変動した

かを表している財務諸表 
 平成25年度当初時点の純資産

残高 

平成25年度末時点の純資産

残高 

 

純資産は1年間で6億942万6

千円増加しており、平成25

年度は健全な財政運営を

行ったと言えます。 
 



（単位：千円）

経常的収支の部

支出合計 6,388,118

収入合計 8,541,362

経常的収支額 2,153,244

公共資産整備収支の部

支出合計 1,183,687

収入合計 901,813

公共資産整備収支額 △ 281,874

投資・財務的収支の部

支出合計 1,419,884

収入合計 121,238

投資・財務的収支の額 △ 1,298,646

翌年度繰上充用金増減額 0

当年度資金増減額 572,724

期首資金残高 4,172,718

経費負担割合変更に伴う差額 0

期末資金残高 4,745,442

連結資金収支計算書

（自　平成25年4月1日　　至　平成26年3月31日）

【資金収支計算書】 

現金の出入りの情報を3つの

区分に分けて表示した財務諸

表 

財政調整基金、減債基金、歳

計現金といった現金・預金残

高が、平成25年度中に5億

7,272万4千円増加していること

がわかります。 

日常の行政サービスを行うに
あたって必要な収支 

 

公共資産の整備を行うにあ
たって必要な収支 

 

経常的収支や公共資産整備収
支以外の収支 

 



１　資産総額・負債総額・地方債残高の推移

　貸借対照表における、平成 25年度

の資産総額・負債総額・地方債残高は

次のグラフのとおりです。

　資産は総額で 494 億 825 万円とな

っており、そのうち 84.5％を公共資産

が占めています。

　一方、負債は総額で 139億 9,803万

円となっています。負債総額の 86.0％

である 120億 3,381万円を地方債残高

が占めていますが、地方債残高につい

ては、償還時に地方交付税の算定の基

礎に含まれるものがあるため、実際に

町が負担する地方債残高は、 32 億

9,009万円となっています。



２　社会資本形成の過去及び現世代、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、純資産による形成割合を見ることにより、こ

れまでの世代によって既に負担された割合を見ることができます（平均値：50％~90％）。

＜純資産合計÷公共資産等合計×100＞

　また、地方債に着目することで、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（平均値：15％~40％）。＜地方債残高÷公共資産等合計

×100＞

　社会資本への投資にあたっては、将来世代負担比率が低い方が財政的に健全であると言

えますが、世代間負担の公平を図るためには、過去及び現在の世代が過度に負担することも

適当ではないため、世代間負担のバランスに配慮していくことが必要です。

３　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格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のかを

全体として把握することができます（平均値：35％~50％）。＜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＞



４　受益者負担比率

　経常収益の行政コストに対する割合を算定することで、受益者負担割合を算定すること

ができます。受益者負担比率が他団体に比べて著しく低い場合などは、原因を詳細に検討す

る必要があります（平均値：2％~8％）。＜経常収益÷経常行政コスト×100＞

５　行政コスト対公共資産比率

　行政コストの公共資産に対する比率を見ることで、資産を活用するためにどれだけのコ

ストがかけられているか、あるいはどれだけの資産でどれだけの行政サービスを提供して

いるかを分析することができます（平均値：10％~30％）。＜経常行政コスト÷公共資産

×100＞



６　行政コスト対税収等比率

　純経常行政コストに対する一般財源等の比率を見ることによって、当年度に行われた行

政サービスのコストから受益者負担分を除いた純経常行政コストに対して、どれだけが当

年度の負担で賄われたかがわかります（平均値：90％~110％）。＜純経常行政コスト÷（一

般財源＋補助金等受入（その他一般財源等の列））×100＞

７　地方債の償還可能年数

　自治体の抱えている地方債を経常的に確保できる資金で返済した場合に何年で返済でき

るかを表す指標で、借金の多寡や債務返済能力を測る指標です（平均値：3年~9年）。＜地

方債残高÷経常的収支額（地方債発行額及び基金取崩額を除く）＞


