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Ⅰ　つがる市財務書類４表について

Ⅰ－１　　作成の経緯

　平成１８年６月に成立した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関
する法律」（行革推進法）を契機に、地方の資産・債務改革の一環として「新地方公会計
制度の整備」が位置付けられました。

　これにより、「新地方公会計制度研究会報告書（平成１８年５月総務省）」で示された
「基準モデル」又は「総務省方式改訂モデル」を活用して、地方公共団体単位及び関連団
体等も含む連結ベースでの４つの財務書類を平成２１年度までに整備することが義務づけ
られたものです。

　 　このような状況から、つがる市においても平成２０年度決算から連結財務書類４表を作
成したものですが、ここでは平成２５年度決算に基づく普通会計財務書類４表についての
概要をまとめています。

Ⅰ－２　　作成の基準

　貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の財務書類４表は、
「新地方公会計制度実務研究会報告」の「総務省方式改訂モデル」に基づき作成しています。

◆対象会計
　  普通会計

◆対象年度
　　平成２５年度を対象年度とし、平成２６年３月３１日を作成基準日としています。
　　なお、出納整理期間における収支については、基準日までに終了したものとして
　処理しています。

◆作成基礎データ
　　昭和４４年度以降の決算統計の数値を基礎として作成しています。

◆有形固定資産
　　有形固定資産は取得原価により計上しています。
　　昭和４４年度以降の決算統計の普通建設事業（補助金、負担金として支出した金額
　を除く。）を集計し、減価償却計算（用地取得費は除く）した後の金額を計上してい
　います。
　　普通建設事業のうち、つがる市以外の団体に補助金又は負担金として支出した金額
　については、つがる市が所有する資産ではないため、有形固定資産として計上してい
　ません。

財務書類４表とは

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
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◆減価償却
　　土地以外の有形固定資産については、「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）」に定められた耐用年数により、残存価格ゼロの定額法で減価
　償却を行っています。

（耐用年数表）

農業農村整備 20 　区画整理 40
庁舎等 50 海岸保全 30 　公園 40
その他 25 その他 25 　その他 25

25 住宅 40
保育所 30 空港 25
その他 25 道路 48 その他 25

25 橋りょう 60
25 河川 49 庁舎 50

砂防 50 その他 10
造林 25 海岸保全 30 50
林道 48 港湾 49 25
治山 30 都市計画
砂防 50 　街路 48
漁港 50 　都市下水路 20

◆売却可能資産
　　平成２５年度売却可能資産は、次の方法により算出しています。

　①固定資産台帳の土地データから市名義の土地を抽出
　②地目が宅地、雑種地で地積が100㎡以上の土地を抽出
　③一筆ごとに財産確認を行い、売却可能資産を特定
　④価格の算出
    (1)路線価評価を行っている区域　→　路線価単価÷0.7×地積
    (2)路線価評価を行っていない区域　→　近隣の同一地目単価÷0.7×地積

耐用
年数

総務費

民生費

決算統計上の区分
耐用
年数

決算統計上の区分
耐用
年数

労働費
農林水産費

商工費
土木費

決算統計上の区分

消防費

教育費
その他

衛生費
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Ⅱ　貸借対照表（バランスシート）

Ⅱ－１　　貸借対照表とは

　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）につがる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、これまでの世代が負担し今後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。

資　　　　産

（支払い不要）
これまでの世代が負担

負　　　　債

（土地・建物・預金など）

将来の世代が負担

純　 資　 産

（今後、支払いが必要）

【資金の使途】

（資金を何に使ったのか）

【資金の源泉】

（資金をどこから調達したのか）

貸　　　　　　方借　　　　　　　　方
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Ⅱ－２　　貸借対照表の概要

Ⅱ－２－１　総括

　平成２５年度末のつがる市の「資産」は、８５０億２，４５９万円です。
　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」４３９億３，５９８万円と、将来世代の負担である「負債」４１０億８，８６１万円
となっています。

平成２６年３月３１日住民基本台帳人口　35,217人

市民１人あたり 市民１人あたり

〔資産の部〕 〔負債の部〕

　１　公共資産 75,102,251 2,133 　１　固定負債 37,931,589 1,078

　(1) 有形固定資産 74,975,342 2,129 　(1) 地方債 32,526,281 924

　(2) 売却可能資産 126,909 4 　(2) 長期未払金 131,772 4

　(3) 退職手当引当金 5,273,536 150

　２　投資等 4,954,781 142

　(1) 投資及び出資金 192,786 6 　２　流動負債 3,157,018 89

　(2) 貸付金 0 0 　(1) 翌年度償還予定地方債 2,865,901 81

　(3) 基金等 4,524,022 129 　(2) 短期借入金 0 0

　(4) 長期延滞債権 335,830 10 　(3) 未払金 64,134 2

　(5) 回収不能見込額 △ 97,857 △ 3 　(4) 翌年度支払予定退職手当 0 0

　(5) 賞与引当金 226,983 6

　３　流動資産 4,967,553 142

　(1) 現金預金 4,919,835 141 負　　債　　合　　計 41,088,607 1,167

　(2) 未収金 47,718 1 〔純資産の部〕

22,915,107 651

44,339,555 1,259

　３　その他一般財源等 △ 23,318,684 △ 660

　４　資産評価差額 0 0

純  資  産  合  計 43,935,978 1,250

資　　産　　合　　計 85,024,585 2,417 負 債 ・ 純 資 産 合 計 85,024,585 2,417

Ⅱ－２－２　資産

１　公共資産

　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、７５１億２２５万円と
「総資産」の８８．３.％を占めています。 1 公共資産

2 投資等
3 流動資産

借方 貸方
資　　産

負　　債

貸　　借　　対　　照　　表

（平成２６年３月３１日）

（単位：千円）
借　　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　　方

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
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　(1)  有形固定資産

　道路や公園、学校、保育所などの土地や建物などの有形固定資産が７４９億７，５３４万円
で「総資産」の８８．２％を占めています。

　主な内訳は、道路や公園、公営住宅などのインフラ整備に２５１億７，０８８万円（構成比
 ３３．６％）、学校や社会・体育施設などの教育文化施設の整備に２３７億４，２９６万円
（構成比３１．７％）農地や農林道、農業施設などの整備に１４１億６，８７４万円（構成比
１８．９％）となっています。

　　 　２５年度の主な資産取得として公営住宅（桜木団地）、集出荷氷温貯蔵施設等ありますが、
減価償却の増化により前年度に比べて１１億５，３４０万円減少しました。

　(2)  売却可能資産

　公共資産のうち、旧筒木坂小学校用地など、現在行政目的のために使用されていない売却可
能資産は、１億２，６９１万円となっています。

２　投資等

　　資産のうち「投資等」は、公営企業や公社等への
  「出資金」や「貸付金」、基金、回収期限から１年
　以上回収できない長期延滞債権など合わせて４９億 1 公共資産
　５，４７８万円となっています。 2 投資等

3 流動資産

　(1)  投資及び出資金

つがる市土地開発公社やふるさと市町村圏基金等に対する投資及び出資金から投資損失引当金
　　を差し引いた額が１億９，２７９万円となっています。

　(2)  貸付金

２５年度において貸付し、年度末で残高があるものはありません。

　(3)  基金等
　　

合併振興基金、市民特別検診事業基金等のその他特定目的基金が４４億６，６２４万円、土地
　　開発基金が２，６３６万円、奨学資金貸付基金等のその他定額運用基金が４，５５７万円、退職
　　手当組合積立金△１，４１５万円の合わせて４５億２，４０２万円となっています。

　(4)  長期延滞債権

市税や住宅使用料、保育料で納期限から１年以上納付されていない債権が３億３，５８３万円
　　 となっています。

　(5)  回収不能見込額

過去の回収不能実績から、長期延滞債権のうち９，７８６万円を回収不能見込額として計上
　　 しています。

資　　産
負　　債

純資産

貸方借方
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３　流動資産

　　資産のうち「流動資産」は、財政調整や減債のための
　基金のほか、現金預金、市税等の未収金で構成されてお
　り、合わせて４９億６，７５５万円となっています。 1 公共資産

2 投資等
3 流動資産

　(1)  現金預金

　財政調整基金が２４億１，６８６万円、減債基金が１９億９，１２１万円、歳計現金が
５億１，１７７万円あり、現金預金の合計は４９億１，９８４万円となっています。

　(2)  未収金

　２５年度の歳入として調定していた地方税のうち５，７９３万円と、保育料や住宅使用料
など１，１３７万円が未収金となっています。
　このうち、過去の回収不能実績から、２，１５７万円を回収不能見込額として計上してい
ます。

Ⅱ－２－３　負債

１　固定負債

　　負債のうち「固定負債」は、２７年度（翌々年度）
　以降に支払いや返済が行われる地方債、長期未払金や
　退職手当引当金の合計３７９億３，１５９万円となっ 1 固定負債
　ています。 2 流動負債

　(1)  地方債

      地方債のうち、翌々年度以降に償還されるものが３２５億２，６２８万円あり、負債総額の
　　７９．２　％を占めています。
　　　なお、地方債は、２５年度に３３億５４０万円発行し、２９億１，２４８万円償還した結果、
　　残高は３億９，２９２万円増加しました。

　(2)  長期未払金

　　　物件の購入等（リース取引等）や損失補償に伴う長期未払金が合わせて１億３，１７７万円
　　となっています。

　(3)  基金等退職手当引当金
　　
　　　退職手当引当金は、特別職を含む普通会計の全職員が年度末に全員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５２億７，３５４万円となっています。

借方 貸方

資　　産

負　　債

資　　産
負　　債

純資産

借方 貸方

純資産
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２　流動負債

　　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、未払金、賞与引当金など合
　わせて３１億５，７０２万円となっています。 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２８億６，５９０万円となっています。

　　　収支不足は発生していないので該当ありません。

　(3)  未払金
　　
　　　物件の購入等（リース取引等）や損失補償に伴う翌年度支払予定額が、合わせて６，４１３
　　万円となっています。

　(4)  翌年度支払予定退職手当
　　
　　　退職手当組合に加入しているため計上額はありません。

　(5)  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、２５年度負担相当額で２億２，６９８
　　万円となっています。

Ⅱ－２－４　純資産

１　公共資産等整備国県補助金等

　　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２２９億 １　公共資産等整備国県補助金等

　１，５１１万円となっています。
２　公共資産等整備一般財源等

２　公共資産等整備一般財源等
３　その他一般財源等

　　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 ４　資産評価差額

  を除いたもので４４３億３，９５６万円となっ
　ています。

負　　債
純資産

借方

　(2)  短期借入金（翌年度繰上充用金）

資　　産

貸方

貸方

借方
負　　債

純資産

資　　　産
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３　その他一般財源等

　　「資産合計」－「負債合計」－「その他一般財源等以外の純資産合計」でマイナス
 　２３３億１，８６８万円となっています。
 　　これは、翌年度以降の負担額のうち、２３３億１，８６８万円については、既に使途
　 が拘束されているといえます。
　 　具体的には、退職手当引当金や赤字地方債（臨時財政対策債等）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。
　　 このような状況が発生するのは、資産形成を伴わない負債が存在し、その支払いに対
　 する積み立てがなされていないためです。
 　　ただし、つがる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。特に、臨時財政対策債等の赤字地方債は、
   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、償還財源は将来の地方交付
　 税で賄うことが見込まれています。

４　資産評価差額

　　　売却可能資産に係る取得価格の把握が困難なため、新地方公会計制度実務研究会報告
　　に基づき、売却可能価格を取得価格と見なしたことから、資産評価差額はありません。

Ⅱ－２－５　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

　  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２０億２，２２６万円あり、
  このうち２億５，２４６万円が一般財源等により充当されています。

２　交付税措置地方債の金額

    地方債残高３５３億９，２１８万円のうち、２８８億５，１８４万円については、将
　来の地方交付税の算定基礎額に算入されることが見込まれています。

３　普通会計の将来負担に関する情報

 　 普通会計の将来負担額５１３億７，２１４万円に対して基金等将来負担軽減資産が
　３５３億１，３７５万円あり、差引き１６０億５，８４０万円が実質的な将来負担額と
  なっています。

４　土地及び減価償却累計額

　  有形固定資産７４９億７，５３４万円のうち、土地が８１億５，２４５万円あり、償
　却資産は６６８億２，２９０万円となります。
　  減価償却累計額は６９０億６４６万円あり、償却資産の取得価格は１，３５８億
　２，９３６万円に対して５０．８％の減価償却が進んでいることになります。
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Ⅱ－３　　貸借対照表を用いた財務分析

Ⅱ－３－１　社会資本形成の世代間負担比率

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。
　　つがる市ではこれまでの世代の負担が５１．７％、将来世代の負担が４８．３％となって
います。

Ⅱ－３－２　歳入額対資産比率

歳入総額に対する資産の比率は、現在の資産が形成されるために何年分の歳入が充当さ
れているのかを示す比率で、年数が多いほど社会資本の整備が進んでいると考えられます。
　 平均的な値は３～７年といわれており、つがる市は約３．５年の歳入に相当する資産を
保有していることになります。

A

B

B/A

Ⅱ－３－３　市民１人あたりの貸借対照表（バランスシート）

バランスシートを市民１人あたりに換算すると、資産は２４２万円、うち有形固定資産
が２１３万円、流動資産が１４万円となっています。

これに対して、負債は１１７万円、純資産は１２５万円となっています。

公共資産合計　（A)

８５０億２，４５９万円

これまでの世代が負担（Ｂ）

【５１．７％】

将来世代が負担

【４８．３％】

純資産合計　４３９億３，５９８万円 （A)-(B）

（単位：百万円）

項　　　　　　　　目 平成２５年度 平成２４年度

24,410 23,520

85,025 84,452

3.48年

資 産 合 計

歳 入 額 対 資 産 比 率 3.59年

歳 入 合 計
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Ⅱ－３－４　有形固定資産の行政目的別割合

　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形成の比重
を把握することができます。
　これを見ると、生活インフラ・国土保全が３３．６％と大きな比重を占めており、次い　　　　
で教育が３１．７％、産業振興が１８．９％の順になっています。

構成比

33.6%

31.7%

4.9%

3.4%

18.9%

2.3%

5.2%

100.0%

Ⅱ－３－５　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
見ることにより、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が把握
できます。
　平均的な値は、３５～５０％の間の比率といわれており、つがる市の資産老朽化率は
５０．８％となっています。

A

B

C

49.1%

平成２４年度

69,006 65,633

土 地

（単位：百万円）

74,975 76,129

8,152 8,058

資 産 老 朽 化 率 A/(B-C+A)

減 価 償 却 累 計 額

有 形 固 定 資 産 合 計

有形固定資産合計 74,975,342

平成２５年度

50.8%

（単位：千円、％）

項　　　　　　　　目

⑥消防 1,698,612

⑦総務

③福祉 3,688,680

3,937,000

④環境衛生 2,568,466

⑤産業振興 14,168,742

目　　　　　　的 資産額

①生活インフラ・国土保全 25,170,881

②教育 23,742,961

①生活インフ

ラ・国土保全

33.6%

②教育 31.7%
③福祉 4.9%

④環境衛生

3.4%

⑤産業振興

18.9%

⑥消防 2.3% ⑦総務 5.2%
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Ⅲ　行政コスト計算書

Ⅲ－１　　行政コスト計算書とは

　行政コスト計算書は、１年間の行政活動のうち福祉活動やごみの収集のように「資産の
形成につながらない行政サービスに要する経費（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）」を対比させた財務書類です。
　　

Ⅲ－２　　行政コスト計算書の概要

Ⅲ－２－１　総括

　平成２５年度中の「経常行政コスト」は非現金支出を含め１８３億３，２４７万円、
これに対して、「経常収益」は４億９，９５２万円で、差し引き「純経常行政コスト」
は１７８億３，２９４万円となっています。

平成２６年３月３１日住民基本台帳人口　35,217人

経　常　行　政　コ　ス　ト　　　　　　　　ａ 100.0%

１．人にかかるコスト 21.5%
　  (1)人件費 18.8%
　　(2)退職手当引当金繰入 1.5%
　　(3)賞与引当金繰入額 1.2%

２．物にかかるコスト 32.4%
　  (1)物件費 11.8%
　  (2)維持補修費 2.2%
　　(3)減価償却費 18.4%

３．移転支出的なコスト 43.3%
　  (1)社会保障給付 19.8%
　　(2)補助金等 7.1%
　　(3)他会計への支出額 14.5%
　　(4)他団体への公共資産整備補助金等 1.9%

４．その他のコスト 2.8%
　  (1)支払利息 2.4%
　  (2)回収不能見込計上額 0.4%
　  (3)その他の行政コスト 0.0%

経　　常　　収　　益　　　 　ｄ 2.7%

１ 使用料・手数料 　　 　　　ｂ 1.6%
２ 分担金・負担金・寄附金    ｃ 1.1%

（差引）純経常行政コスト ａ－ｄ 97.3%

445,855
59,039

0

15

9
6

499,524

302,930
196,594

0

505

37
76
10

15

13
2

103

7,931,781

3,618,515

3,373,742

226

354,620

95

520

17,832,942

112

99
7
6

2,168,757

2,656,847
1,301,799

504,894

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

（単位：千円）

区　　　　　　　　　　　　　分

3,948,127

金　　　　額 市民１人あたり

18,332,466

構成比率

405,165

3,439,421
281,723
226,983

5,947,664

10

167

62
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Ⅲ－２－２　経常行政コスト

１　性質別行政コスト

　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を
性質別に見てみると、人件費など「人に
かかるコスト」が３９億４，８１３万円
で、経常行政コストの２１．５％を占め
ています。

　物件費、減価償却など「物にかかるコ
スト」は５９億４，７６６万円で経常行
政コストの３２．４％を占めており、内
訳は、物件費が２１億６，８７６万円、
維持補修費が４億５１７万円、減価償却
費が３３億７，３７４万円となっていま
す。

　社会保障給付、他会計への支出など「移転支出的コスト」は７９億３，１７８万円
で経常行政コストの４３．３％を占めており、主なものは、社会保障給付が３６億
１，８５２万円、他会計への支出額が２６億５，６８５万円です。

　支払利息など「その他のコスト」は５億４８９万円で経常行政コストの２．８％を
占めており、支払利息が４億４，５８６万円、回収不能見込計上額が５，９０４万円
となっています。

２　目的別行政コスト

　経常行政コストを目的別にみると、福祉が６５億４４６万円（構成比３５．５％）
と最も多く、次に産業振興が２７億４，７４３万円（構成比１５．０％）、教育が
２１億４６万円（構成比１１．５％）、総務が１７億７，９２１万円（構成比９．７
％)生活インフラが１７億４，６６１万円（構成比９．５％）の順になっています。

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

①人に

かかるコ

スト
21.5%

②物に

かかるコ

スト
32.4%

③移転

支出的な

コスト
43.3%

④その

他のコス

ト 2.8%

12 



Ⅲ－２－３　経常収益

１　性質別経常収益

　「使用料・手数料」は、３億２９３万円、「分担金・負担金・寄附金」が１億
９，６５９万円となっています。

２　目的別経常収益

「経常行政コスト」と「経常収益合計」との比率は、教育（幼稚園使用料、体育施設使
用料）では０．３％、福祉（保育料）では２．８％、生活インフラ（住宅使用料）では
１．８％となっており経常行政コストの多くが受益者負担以外の税金で賄われています。
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Ⅳ　純資産変動計算書

Ⅳ－１　　純資産変動計算書とは

　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。
　　

Ⅳ－２　　純資産変動計算書の概要

Ⅳ－２－１　総括

　平成２５年度の純経常行政コスト１７８億３，２９４万円に対して、地方税や地方交付税
などの一般財源が１３３億１，９２９万円、補助金等が５３億３７４万円あり、投資損失等
の臨時的な要因によるコスト６８６万円を加えても、７億８，３２２万円の財源がコストを
上回っています。
　この結果、期首に４３１億５，２７６万円であった純資産残高が、期末では４３９億
３，５９８万円となりました。

　　　　地方交付税

至　　平成２６年３月３１日

11,177,192

（単位：千円）

自　　平成２５年４月　１日
純　資　産　変　動　計　算　書

　　　純経常行政コスト △ 17,832,942

13,319,286

　　　　地方税

△ 318,893

5,303,739

0

　　　　その他行政コスト充当財源

0

　　　　公共資産除売却損益

　　　補助金等受入

　期首純資産残高 43,152,758

2,460,987

　　　一般財源

純 資 産 合 計

△ 6,863

0

0

　　　　投資損失

　　　その他

　　　無償受贈財産受入

　　　臨時損益

　　　　災害復旧事業費

　　　資産評価替えによる変動額

△ 6,863

　期末純資産残高 43,935,978

0
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Ⅳ－２－２　純資産の内訳

１　公共資産等整備国県補助金等

　　公営住宅建設や道路・農地の整備などで８億３，１６９万円の国県補助金を受入れし、
　国県補助金の減価償却費が９億７，１６５万円でしたので、前年度と比べ１億３，９９
　６万円減少しました。
　　この結果、期末純資産残高は２２９億１，５１１万円となりました。

２　公共資産等整備一般財源等

　　前述の資産整備などの財源のうち、国・県補助金と建設事業債を除いたもので、
　４４３億３，９５６万円となっています。

３　その他一般財源等

　(1) 純経常行政コストと財源

  純経常行政コスト１７８億３，２９４万円に対して、地方税や地方交付税などの
一般財源が１３３億１，９２９万円、補助金が４４億７，２０５万円となっており、
投資損失を加味しても７億８，３２２万円の財源超過となっています。
　また、純計上行政コストに含まれている減価償却費には、実質的に負担していな
い補助金等を財源にした部分が９億７，１６５万円含まれているため、これを考慮
すると１７億５，４８７万円の財源が黒字であるといえます。

　(2) 臨時損益
　 
　投資及び出資先ごとに時価評価をし、時価額が取得価格に比して著しく下落して
いるものについて、その差額６８６万円を計上しています。

　(3) 科目振替

① 公共資産整備への財源投入、貸付金・出資金等への財源投入

　財源として拘束されていなかった一般財源が、公共資産や貸付金・出資金の財源
として使用される（資本的支出）ことにより、公共資産等整備一般財源等として拘
束されることを表しています。
　平成２５年度は、６億８，１６１万円の一般財源を公共整備に、３５億９，６
０３万円の一般財源を貸付金・出資金等に充当しました。

② 貸付金・出資金等の回収、減価償却による財源増

　公共資産等の財源として拘束されていた財源が、公共資産の処分や貸付金・出資
金等の回収により使途の自由な一般財源として回収された（資本的収入）ことを表
しています。
　平成２５年度は、貸付金・出資金の回収等により５１万円の一般財源を回収し、
減価償却により３３億７，３７４万円をその他一般財源に振り替えました。

③ 地方債償還に伴う財源振替

　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２４億２，０３１
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へ振り替え
ました。

　　以上の結果、その他一般財源は３３億７，２１７万円減少し、△２３３億１，８６８

　万円となっています。
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Ⅴ　資金収支計算書

Ⅴ－１　　資金収支計算書とは

　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。
　　

Ⅴ－２　　資金収支計算書の概要

Ⅴ－２－１　総括

　経常的収支の部で生じた収支剰余（黒字）は７０億１，９８３万円で、公共資産整備収支
の部の収支不足額（赤字）２５億３，３８６万円と投資・財務的収支の部の収支不足額（赤
字）４４億４，０８３万円を補てんしています。
　経常的収支の部の黒字が公共資産整備収支の部と投資・財務的収支の部の収支不足額の合
計を上回っているため、期首に４億６，６６３万円あった現金が、期末では４，５１４万円
増額の５億１，１７７万円となっています。

４４億４，０８３万円

４，５１４万円

期首歳計現金残高
４億６，６６３万円

期末歳計現金残高
５億１，１７７万円

収支剰余①
７０億１，９８３万円

収　　　入
１３億５，８３７万円 支　　　出

５７億９，９２０万円収支不足③

①－（②＋③）

２１８億４，２２５万円

公共資産整備収支の部

収　　　入

１４億３，７５９万円

収支不足②

支　　　出

３９億７，１４５万円支　　　出

１４８億２，２４２万円

経常的収支の部

２５億３，３８６万円

投資・財務的収支の部

収　　　入
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Ⅴ－２－２　経常的収支の部

１　経常的支出

　　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的
　な行政サービスを行うにあたって必要な費用で１４８億２，２４２万円となっています。
　　支出額の大きい順に、人件費４２億３，３８２万円、社会保障給付費３６億６，５５
　７万円、物件費２１億６，８７６万円などとなっています。

２　経常的収入

　　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２１８億
　４，２２５万円となっています。
　　収入額の大きい順に、地方交付税１１１億７，７１９万円、国県補助金等４３億８６
　０９万円、地方債発行額２８億２，７５０万円などとなっています。

　　この結果、経常的収支の差額７０億１，９８３万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。

Ⅴ－２－３　公共資産整備収支の部

１　支出

　　つがる市で社会資本を整備した公共資産整備支出が２１億５，７２３万円、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４億８８３万円、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１４億５３９万円で、合計
　３９億７，１４５万円となっています。

２　収入

　　公共資産整備支出の財源となった国県補助金等が８億８，７７９万円、地方債発行額
　が４億７，７９０万円、基金取崩額及びその他の収入が７，１９０万円で、合計１４億
　３，７５９万円となっています。

　　この結果、公共資産整備収支の額は、２５億３，３８６万円の赤字となっていますが、
　この不足額は、経常的収支の黒字により賄われたことになります。

Ⅴ－２－４　投資・財務的収支の部

１　支出

　　基金積立金が２２億９３４万円、他会計等への公債費充当財源繰出支出が６億３，４
　１９万円、地方債償還額が２９億１，２４８万円などとなっており、合計では５７億
　９，９２０万円となっています。

２　収入

　　地方債発行額が１３億３，８７０万円、公共資産等売却収入が１，９１６万円で、合
　計では１３億５，８３７万円となっています。
　　この結果、投資・財務的収支の額は４４億４，０８３万円の赤字となっていますが、
　この不足額は、経常的収支の黒字により賄われたことになります。
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Ⅴ－２－５　注記

１　一時借入金に関する情報

　　　一時借入金の最高額は５０億円となっています。
　　　また、平成２５年度の一時借入金に係る利子は４万円となっています。

２　基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報

　　　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るこ
　　とになり、歳出の方が少なければ借金が減少していることを示します。
　　　平成２５年度は地方債発行額が３３億５４０万円に対し、地方債の償還額が３３億
　　５，８３０万円と５，２９０万円償還額が上回っており、財政調整基金への積立等に
　　より基礎的財政収支は１３億７，９２９万円のプラスとなっています。

1,281,252

基礎的財政収支

　 収入総額

 　地方債発行額

 　財政調整基金等取崩額

（単位：千円）

　 支出総額

　 地方債償還額

 　財政調整基金等積立額

1,379,293

23,943,315

△ 3,305,400

0

△ 23,898,173

3,358,299
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