
バランスシート 

１．バランスシート作成の背景と前提条件 

バランスシート作成の背景 
 現在の地方自治体の会計制度については、単年度の現金の出入りを示す「歳入歳出決算書」などフロ

ー（現金の流れ）中心であり、ストック（資産や負債の残高）に関する情報が十分ではないという指摘

がされてきました。そのため、近年、民間企業でおこなっているような発生主義、複式簿記の考え方を

取り入れることが強く求められるようになってきました。そこで苅田町では、資産の総額、負債の状況、

資産と負債の関係などを一覧する手段として、バランスシート（貸借対照表）を作成しました。 

 
 
バランスシート作成の前提条件 
 平成１２年３月に総務省から発表された「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告

書」に基づく基準（総務省方式）に準拠して作成しました。 

 
（１）対象会計 
 普通会計を対象。 
 
（２）作成基準日 
 会計年度末（平成２０年３月３１日）が基準日となりますが、出納整理期間（平成２０年４月１日～

５月３１日）中における資金の出入りを平成２０年３月３１日時点で未収金や未払金として計上するの

ではなく、年度末には出納が終了したものとして処理します｡ 
 
（３）基礎データ 
 昭和４４年度以降の決算統計から普通建設事業費のデータを採用しています。 
 
（４）取得原価主義 
 資産の評価は実際に投下した税等の資金の運用形態を表す観点から取得原価主義を採用しています｡ 
 
（５）減価償却 
 普通建設事業費の各区分ごとに地方公営企業法規則等を参考に耐用年数（表１）を設定し、その区分

ごとに定額法により減価償却を行なうこととします。なお、土地については減価償却を行なわないこと

とします｡ 
 
（６）他団体に支出した補助金、負担金等の取扱い 
 当該団体が所管する資産を形成したものではないという観点から、他団体（国、県、一部事務組合、

民間等）に支出した補助金等は計上しません｡ 
 
（７）基金の取扱い 
 基金のうちその積立目的からみて流動性が高いとされる「財政調整基金」「公債償還基金」は流動資

産として計上し、その他の基金は固定資産として「投資等」に計上します｡ 
 



（８）地方債の取扱い 
 貸借対照表日の翌日から１年以内に支払期限が到来するものを流動負債、それ以外を固定負債と扱う

ことから、地方債も翌年度に予定されている元金償還額は流動負債に計上し、翌々年度以降の元金償還

予定額を固定負債に計上します｡ 
 
（９）債務負担行為の取扱い 
 企業会計の「債務」とは団体の外部に対し金銭の給付をしなければならない確定した義務をいうもの

であり、地方自治体のいう「債務負担行為」とは別物です｡例えば第三セクターに対する損失補償等は、

将来において損失を負担する可能性がある「偶発債務」にあたりますが、まだ「債務」として発生も確

定もしていません｡このため、バランスシートには負債として計上されません｡しかし、この「偶発債務」

は利用者にとっては重要な情報ですので欄外注記をすることとしています｡ 
 
（１０）正味資産について 
 営利活動を目的としない地方公共団体のバランスシートを作成するものであることから、資本・持分

等の名称は避け「正味資産」の呼称を用いております｡また、この正味資産がどの財源から補われたか

を明らかにするため、国庫支出金・都道府県支出金と一般財源に分類して表示しています｡ 
 
表１  
  有形固定資産耐用年数表 

区　　分 耐用年数表 区　　分 耐用年数表
１　総務費 ７　土木費
（1）庁舎等 50 （1）道路 15
（2）その他 　　25＊ （2）橋りょう 60
２　民生費 （3）河川 50
（1）保育所 30 （4）砂防 50
（2）その他 　　25＊ （5）海岸保全 50
３　衛生費 25 （6）港湾 50
４　労働費 　　25＊ （7）都市計画
５　農林水産業費 　ア　街路 15
（1）造林 　　25＊ 　イ　都市下水路 20
（2）林道 15 　ウ　区画整理 40
（3）治山 30 　エ　公園 40
（4）砂防 50 　オ　その他 　　25＊
（5）漁港 50 （8）住宅 40
（6）農業農村整備 20 （9）空港 　　25＊
（7）海岸保全 50 （10）その他 　　25＊
（8）その他 　　25＊ ８　消防費
６　商工費 　　25＊ （1）庁舎 50

（2）その他 10
＊は別途調査に基づく平均的な９　教育費 50
有形固定資産の耐用年数 10　その他 　　25＊

 
 
 
 
 
 
 



参 考 バランスシートの用語の解説 

１．資産 
  行政活動の結果として形成されたもので、町民サービスを行うために必要とされる経営資源のこと

をいい、有形固定資産、投資等、流動資産の三つに区分されます。 
 （１）有形固定資産 
   道路、町営住宅、学校、図書館、庁舎などの建物や、土地、設備や機械、車両など町民サービス

を行うために必要な物質的な資産。 
 （２）投資等 
   公営企業や外郭団体等への出資金、奨学金や都市基盤整備のための貸付金など特定の目的に使用

するために積み立てられている基金。 
 （３）流動資産 
     形式収支（当該年度の歳入－歳出）に相当する歳計現金等の現金や町税等の未収金など。なお、
年度の間の財政調整に用いられる財政調整基金や毎年度の町債の償還に用いられる公債償還基金

は流動性（現金化の容易さの度合い）が高いことからこの中に含めて計上しています。 
２．負債 
    資産を形成するために用いられた町債の未償還残高など後世代の負担となるものであり、固定負債
と流動負債に区分されます。 
（１）固定負債 

     町債残高のうち翌々年度以降の償還予定額、退職給与引当金など。 
（２）流動負債 

   町債残高のうち翌年度の償還予定額。 
３．正味資産 
  資産と負債の差であり、これまでの世代によって負担され、後世代が実質的に引き継ぐ価値を表し

ており、国庫支出金、県支出金、一般財源等の三つに区分されます。 
 （１）国庫支出金・県支出金 
   資産の形成に充当された国庫支出金、県支出金の累計額。 
 （２）一般財源等 
   資産の形成に充当された町税や交付税等の累計額。 
  一般財源等＝正味資産－（国庫支出金＋県支出金）で表されます。 
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２．苅田町のバランスシート 

バ　　ラ 　ン 　ス 　シ 　ー 　ト
（平成２０年３月３１日現在）

(単位：千円）

　　　　　借　　　　                   　　方 　　　　　　貸　　　　                   　方

［資産の部］ ［負債の部］

１．有形固定資産 １．固定負債

（１）総務費 1,218,292

（２）民生費 3,360,961 （１）地方債 12,427,608

（３）衛生費 2,483,171

（４）労働費 0 （２）債務負担行為

（５）農林水産業費 1,577,957 ①物件の購入等 0

（６）商工費 154,198 ②債務保証又は損失補償 0

（７）土木費 19,641,928 債務負担行為計 0

（８）消防費 513,227

（９）教育費 10,264,331 （３）退職給与引当金 2,246,705

（10）その他 738,204 （４）その他の負債 795,118

計 39,952,269

（うち土地 9,948,835 ）     固定負債合計 15,469,431

    有形固定資産合計 39,952,269 ２．流動負債

２．投資等 （１）翌年度償還予定額 949,202

（１）投資及び出資金 1,857,176

（２）貸付金 384,903 （２）翌年度繰上充用金 0

（３）基金

①特定目的基金 643,625     流動負債合計 949,202

②土地開発基金 0

③定額運用基金 12,500

基金計 656,125   負  債  合  計 16,418,633

（４）退職手当組合積立金 0

    投資等合計 2,898,204

３．流動資産

（１）現金・預金 ［正味資産の部］

①財政調整基金 3,916,237

②減債基金 186,605 １．国庫支出金 5,722,055

③歳計現金 2,471,704 .

現金・預金計 6,574,546 ２．都道府県支出金 852,295

（２）未収金

①地方税 422,576 ３．一般財源等 27,331,187

②その他 476,575

未収金計 899,151

    流動資産合計 7,473,697   正  味  資  産  合  計 33,905,537

 資  産  合  計 50,324,170  負 債・正 味 資 産 合 計 50,324,170

※債務負担行為に係る補償等 　①物件の購入等に係るもの 0 千円

　②債務保証及び損失補償に係るもの 3,000,000 千円

　③利子補給等に係るもの 0 千円
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３．苅田町のバランスシートの現状 

 １．資産 
   昭和４４年度から平成１９年度までの３９年間に形成された資産は、５０３億とな

っています。このうち３９年間の建設事業から減価償却費を差し引いた有形固定資産

が３９９億円と最も多く、次いで流動資産が７５億円、投資等が２９億円となってい

ます。 
   なお、資産の根幹をなす有形固定資産の中では、道路、公園、町営住宅などの土木

費が１９６億円と最も多く、次いで学校や公民館、図書館などの教育費が１０３億円、

パンジープラザなどからなる民生費が３４億円となっています。 

資産割合

有形固
定資産
79%

投資等
6%

流動資
産
15%

  

有形固定資産の目的別構成表

その他
2%

総務
3%

土木
48%

消防
1%

教育
26%

衛生
6%

民生
9%

労働
0%

農林水
産業
4%

商工
1%

 
２．負債 

    資産を形成するのに投下された資金のうち、将来の負担となる負債は、１６４億円となってい

ます。内訳は、翌々年度以降の地方債償還金や退職給与引当金などの固定負債が１５５億

円、翌年度償還予定の地方債元金である流動負債が９億円となっています。 
 
３．正味資産 

   資産形成に投下された資金のうち、既にこれまでの世代により負担され返済の必要の

ない正味資産は３３９億円となっています。このうち補助金である国庫支出金が５７

億円、県支出金が９億円、自己資本といえる一般財源等が２７３億円となっています。 

正味資産の構成割合

一般財
源等
80%

県支出
金
3%

国庫支
出金
17%
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４．バランスシートを用いた財務分析と今後の課題 

 民間企業の場合、その活動目的は「利益の追求」であり、経営者が最も配慮すべきことは、

「企業の継続」にあります。一方、地方公共団体の場合、その活動目的は「公共の福祉の増進」

にあり、民間と同じ指標で財務分析を行うのは適当ではありません。ここでは、次に揚げる指

標により分析を試みました。  
（1） 社会資本形成の世代間負担比率 
ア． これまでの世代による社会資本の負担比率 

      ８４．９％ （正味資産÷有形固定資産） 
イ． 後世代による社会資本の負担比率 
          ４１．１％ （負債合計÷有形固定資産） 
社会資本負担比率の３ヵ年度推移 

単位：百万円

項　　目 平成１７年度 平成１８年度 平成１9年度

有形固定資産残高 38,360 38,874 39,952

正味資産合計 32,592 34,153 33,905

現世代社会資本負担比率 85.0 87.9 84.9

負債合計 15,786 15,986 16,419

後世代社会資本負担比率 41.2 41.1 41.1  

平成１７年度から平成１９年度までの３ヵ年の後世代社会資本負担比率は、４

１％程度で推移しています。負債は後世代が負担する額を表わすので、この比率が

高いほど後世代の負担が大きくはなりますが、世代間の公平性の観点からは問題は

ないと言えます。 
 
 

（2） 予算額対資産比率 
ストックである社会資本の形成に何年分の歳入が充当されたかを見るもので、

この比率が高いほど、社会資本整備に重点を置いてきたといえます。 
予算額対資産比率  ３．０９年 （資産合計÷歳入合計） 
 

予算額対資産比率の３ヵ年度推移 

　単位：百万円

項　　目 平成17年度 平成１８年度 平成１9年度
歳入合計 18,150 17,201 16,278
資産合計 48,378 50,139 50,324
予算額対資産比率(年） 2.67 2.91 3.09  
 予算額対資産比率は平成１７年度以降増加しており、歳入に対する資産形成の割

合が高まったことが分かります。 
 
 
 



（3） 正味資産比率 
企業会計でいう自己資本比率に相当し、この正味資産比率が高いほど財政状態

が健全であるといえます。ただし、企業会計上の自己資本とは「社外からの資本

及び獲得した利益の内部留保の額」であるのに対し、地方公共団体のバランスシ

ートの正味資産は「これまでの世代の社会資本形成の負担額」であり、それぞれ

の指標が示す意味合いに相違があるので、一律に民間と比較することは適当では

ありません。 
正味資産比率  ６７．４％ （正味資産合計÷負債・正味資産合計） 

 
正味資産比率の３ヵ年度推移 

単位：百万円

項　　目 平成１７年度 平成１８年度 平成１9年度

正味資産合計 32,592 34,153 33,905

負債・正味資産合計 48,378 50,139 50,324

正味資産比率 67.4 68.1 67.4  
      平成１７年度から平成１９年度を通してみると、正味資産比率は同じですが、

平成１８年度と平成１９年度を比較すると、０．７ポイント減少しています。こ

れは、正味資産合計の減少よりも負債の増加が大きいことが原因です。 
 
 
（4） 住民一人あたりのバランスシート 

通常のバランスシートでは団体の人口規模等により単純な他団体比較が困難で

すがバランスシートの各項目を住基人口(住民基本台帳に登録)で除すことにより
単純な比較が可能となります。 

 
 



住　民　一　人　あ　た　り　の　バ　ラ　ン　ス　シ　ー　ト

（平成２０年３月３１日現在）

(単位：千円）

　　　　　借　　　　                   　　方 　　　　　　貸　　　　                   　方

［資産の部］ ［負債の部］

１．有形固定資産 １．固定負債

（１）総務費 36

（２）民生費 99 （１）地方債 366

（３）衛生費 73

（４）労働費 0 （２）債務負担行為

（５）農林水産業費 46 ①物件の購入等 0

（６）商工費 5 ②債務保証又は損失補 0

（７）土木費 578 債務負担行為計 0

（８）消防費 15

（９）教育費 302 （３）退職給与引当金 66

（10）その他 22 （４）その他の負債 23

計 1,176

（うち土地 293 ）     固定負債合計 455

    有形固定資産合計 1,176 ２．流動負債

２．投資等 （１）翌年度償還予定額 28

（１）投資及び出資金 55

（２）貸付金 11 （２）翌年度繰上充用金 0

（３）基金

①特定目的基金 19     流動負債合計 28

②土地開発基金 0

③定額運用基金 0

基金計 19   負  債  合  計 483

（４）退職手当組合積立金 0

    投資等合計 85

３．流動資産

（１）現金・預金 ［正味資産の部］

①財政調整基金 115

②減債基金 6 １．国庫支出金 168

③歳計現金 73

現金・預金計 194 ２．都道府県支出金 25

（２）未収金

①地方税 12 ３．一般財源等 805

②その他 14

未収金計 26

    流動資産合計 220   正  味  資  産  合  計 998

 資  産  合  計 1,481  負 債・正 味 資 産 合 計 1,481

※債務負担行為に係る補償等 　①物件の購入等に係るもの 0 千円

　②債務保証及び損失補償に係るもの 88 千円

　③利子補給等に係るもの 0 千円

   
住民１人あたりの資産は１４８万円、またこの資産を形成するために、将来の負担

となる額は１人あたり４８万円、既に負担が終わり返済する必要のない額は１００

万円となっています。 



（５）  バランスシートの経年比較   
バランスシート比較表   （単位：千円）

     19 年度    18 年度 差引 主な増減理由 

（資産の部）         

１．有形固定資産 39,952,269 38,873,826 1,078,443土木施設 913,318 教育施設 129,789 

２．投資等 2,898,204 2,890,140 8,064スターフライヤー㈱出資等 121,023 基金 ▲121,361 

資産合計 50,324,170 50,138,742 185,428  

（負債の部）        

１．固定負債 15,469,431 15,039,144 430,287再来年以降償還分 243,176 退職給与引当金 ▲51,945 

２．流動負債 949,202 946,540 2,662来年度償還分 2,662 

負債合計 16,418,633 15,985,684 432,949  

（正味資産の部）        

正味資産合計 33,905,537 34,153,058 ▲247,521一般財源等 ▲181,840 国県支出金等 ▲65,681 

負債・正味資産合計 50,324,170 50,138,742 185,428   
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資産と負債は、平成１７年度から平成１９年度までの３ヵ年を通して増加して

います。しかし、正味資産は、平成１８年度までは増加していますが、平成１９

年度にかけては減少しています。このことから、平成１８年度から平成１９年度

にかけての資産の増加については、将来世代の負担割合が大きくなっていること

が分かります。 
 

（６） 結果 
このように現金の出入りのみを追った会計では、見えなかった部分が、バランス

シートを作成したことにより、減価償却費や退職給与引当金といった現金収支を

ともなわない費用（コスト）の概念を導入することができ、その結果として、企

業会計で一般的に行われている発生主義的な要素を取り入れることが可能にな

りました。 
戻る 


