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１ バランスシート導入の背景 

平成１８年の地方行革新指針において、各地方公共団体に対して新地方公会計モデルによる

公会計制度が要請されました。これは、現金主義・単式簿記を特徴とする現在の地方自治体の会

計制度に対して、発生主義・複式簿記などの企業会計手法を導入しようとする取り組みの要請で

す。 

従来の会計制度では、自治体の総合的な財務状況が把握しづらいなどの意見があり、資産や

債務の管理等という目的から自治体の会計制度の改革が進められてきました。 

総務省からは地方自治体に対して、企業会計手法を全面的に採用した「基準モデル」と、既存

の決算統計情報が活用可能な「総務省方式改訂モデル」の２種類の会計制度が提案されていま

す。これ以外に、東京都などでは、独自モデルで作成しています。 

なお、公会計として、（１）貸借対照表（B/S）、（２）行政コスト計算書（P/L）、（３）純資産変動計

算書（NWM）、（４）資金収支計算書（C/F）の４表を整備することが求められています。 

 

２ 栄町バランスシート作成の目的 

栄町では、財政の透明性の向上などを図るため、平成２３年度決算を対象に町の資産・負債な

どのストック情報を明らかにするバランスシート（貸借対照表）の公表を平成２５年１月に開始しまし

た。 

今回は、平成２４年度決算によるバランスシート（貸借対照表）を作成することにより昨年度と比

較することが可能となりました。 

なお、行政コスト計算書などの３つの計算書は、今後、順次作成する予定としています。 

 

３ 栄町のバランスシートの作成にあたって 

（１）全体について 

①発生主義の考え方で作成 

現金の収支に関わらず、資産の増減や費用・収益が発生したという事実に基づいて会計処

理を行う考え方です。現金の動きだけでなく、未収金や未払金、そして減価償却費といった現

金の動きを伴わない取引についても会計記録がなされ、それに基づいて貸借対照表を作成し

ています。 

 

②有形固定資産の取り扱い 

現行の公会計では、評価などで現在価格が明らかな資産を除いて取得原価主義を採用して

いることから、貸借対照表の資産数値は資産を取得した当時の価格を基準としています。また、

土地を除き「総務省方式改訂モデル方式」の耐用年数に基づき、残存価額「０（ゼロ）」の定額法

による減価償却を行っています。 

 

③データの数値 

取得価格やその財源のデータは、主に決算統計（昭和４４年度以降）の数値を採用していま

す。 

 

第１章 栄町のバランスシート（貸借対照表）の導入にあたって 



（２）栄町の作成について 

①対象会計範囲 

一般会計を対象としています。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・公共下水道の各

特別会計は対象から外れています。 

 

②作成基準日 

平成２５年３月３１日（平成２４年度末）を基準日としています。 

ただし、未収金や未払金等については、平成２５年４月１日から５月３１日までの出納整理期

間の収支は、基準日までに終了したものとして処理しています。 

 

③有形固定資産 

ア 有形固定資産中の土地の評価について 

昭和４３年度以前に取得した資産、開発会社により造成され無償譲渡された資産及び寄

附等により無償で土地を受贈した当該資産に係る評価額は含まれていません。 

財産台帳の整備に併せて、段階的に組み込んで行くこととしています。 

 

イ 有形固定資産中の物品等について 

物品及び車両は残存価格などの整理が不十分なため、当該資産に係る評価額には含ま

れていません。 

財産台帳の整備に併せて、段階的に組み込んで行くこととしています。 

 

  



 
公共資産で主なものとしては、昭和５３年頃から団地開発整備に伴い都市計画道路や公園、安

食台小学校、栄東中学校、竜角寺台小学校などを順次整備し、また、平成２年から平成６年まで

の５年をかけて、ふれあいプラザさかえなどを整備したことから、町は同規模の自治体に比べ、多

くの資産を保有しています。 

なお、多くの資産があるということは、資産の減価償却額が多く、すなわち有形固定資産額の毎

年の減少額が多いことを意味し、近年は、減価償却額に比べて新たな資産形成が少ないことから

公共資産額が前年度より少ない原因となっています。 

その一方、資産に対する負債は、将来の負担軽減を図るため、地方債の発行を抑制しているこ

とから、町の固定負債は減少傾向にありますが、上述の資産形成に伴い、多額の地方債を発行し

たことにより、同規模の自治体に比べ地方債残高は未だ多い状況にあります。 

平成２４年度の公共資産が２６４億円（２３年度 ２７０億円）に対して、固定負債は９９億円（２３年

度 １０３億円）で、その差額は１６５億円となっていますが、平成２３年度の差額は１６７億で、前年

度と比べ２億円減少しております。 

（単位：千円）

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 7,288,704

①生活インフラ・国土保全 10,680,552 (2) 長期未払金

②教育 11,278,846 ①物件の購入等

③福祉 70,043 ②債務保証又は損失補償

④環境衛生 80,160 ③その他

⑤産業振興 155,768 長期未払金計 81,955

⑥消防 198,448 (3) 退職手当引当金 2,602,667

⑦総務 3,551,320 (4) 損失補償等引当金 0

有形固定資産合計 26,015,137 固定負債合計 9,973,326

(2) 売却可能資産 413,945

公共資産合計 26,429,082 ２　流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債 844,140

２　投資等 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

(1) 投資及び出資金 (3) 未払金 6,830

①投資及び出資金 1,409,210 (4) 翌年度支払予定退職手当 0

②投資損失引当金 0 (5) 賞与引当金 118,799

投資及び出資金計 1,409,210 流動負債合計 969,769

(2) 貸付金 0

(3) 基金等 負　　債　　合　　計 10,943,095

①退職手当目的基金 0

②その他特定目的基金 55,142

③土地開発基金 190,146

④その他定額運用基金 10,000 [純資産の部]

⑤退職手当組合積立金 1,245,820 １　公共資産等整備国県補助金等 3,974,510

基金等計 1,501,108

(4) 長期延滞債権 241,265 ２　公共資産等整備一般財源等 15,316,993

(5) 回収不能見込額 △ 70,851

投資等合計 3,080,732 ３　その他一般財源等 209,052

３　流動資産 ４　資産評価差額 106,145

(1) 現金預金

①財政調整基金 743,281 純　 資　 産　 合　 計 19,606,700

②減債基金 190

③歳計現金 237,825

現金預金計 981,296

(2) 未収金

①地方税 55,608

②その他 3,077

③回収不能見込額 0

未収金計 58,685

流動資産合計 1,039,981

資　　産　　合　　計 30,549,795 負 債 ・ 純 資 産 合 計 30,549,795

貸借対照表

（平成２５年３月３１日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

0

0

81,955

 

第２章 平成２４年度栄町バランスシート（貸借対照表）のポイント 



※１　他団体及び民間への支出金により形成された資産 ①生活インフラ・国土保全 千円

②教育 千円

③福祉 千円

④環境衛生 千円

⑤産業振興 千円

⑥消防 千円

⑦総務 千円

計 千円

　上の支出金に充当された財源 ①国県補助金等 千円

②地方債 千円

③一般財源等 千円

計 千円

※２　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 千円

②債務保証又は損失補償 千円

（う ち共同発行地方債に係るも の） 千円）

③その他 千円

※３　地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のう ち6,449,571千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含ま れることが見込ま れているも のです。

※４　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 11,373,759 千円

　[内訳]　普通会計地方債残高 8,132,844 千円 8,132,844 千円

　　　　　債務負担行為支出予定額 88,784 千円 0 千円 千円

　　　　　公営事業地方債負担見込額 1,800,454 千円 千円

　　　　　一部事務組合等地方債負担見込額 115,056 千円 千円

　　　　　退職手当負担見込額 1,236,621 千円 1,236,621 千円

　　　　　第三セクター等債務負担見込額 0 千円 0 千円 千円

　　　　　連結実質赤字額 0 千円 千円

　　　　　一部事務組合等実質赤字負担額 0 千円 千円

　基金等将来負担軽減資産 8,995,421 千円

　[内訳]　地方債償還額等充当基金残高 1,063,089 千円

　　　　　地方債償還額等充当歳入見込額 1,482,761 千円

　　　　　地方債償還額等充当交付税見込額 6,449,571 千円

　(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 2,378,338 千円

※５　有形固定資産のう ち、土地は8,926,319千円です。ま た、有形固定資産の減価償却累計額は21,527,098千円です。

　　　昭和４３年度以前に取得した資産、開発会社により造成され無償譲渡された資産及び寄附等により無償で土地を受贈した当該資産

　　　に係る評価額は含ま れていま せん。財産台帳の整備に併せて次年度以降、段階的に組み込んで行く こととしていま す。

　イ　有形固定資産中の物品等について

　　　物品及び車両は残存価格などの整理が不十分なため、当該資産に係る評価額には含ま れていま せん。

　　　財産台帳の整備に併せ、段階的に組み込んで行く こととしていま す。

※６　売却可能資産は、普通財産のう ち、栄町公式ホームページ等に掲載している土地売払い物件について、近傍類似宅地評価額で計上していま す。

※７　長期延滞債権とは、栄町が保有する債権のう ち、当年度末日現在で回収期限から１年以上経過している債権が存在する債務者に対する

      すべての債権をいいま す。回収不能見込額の計上方法は、過去５年間の回収不能実績率により計上していま す。

※８　退職手当引当金とは、特別職を含む普通会計の全職員が年度末に自己都合退職により普通退職したと仮定した場合に必要と見込ま れる

　　　退職手当支給見込額です。

　ア　有形固定資産中の土地の評価について

88,784

1,800,454

115,056

0

0

0

項目 金額

[内訳]

負債計上 注記

【（翌年度償還予定）地方

債・（長期）未払金・引当金】

【契約債務・

偶発債務】

0

268,872

90,966

121,200

967,331

137,662

133,789

695,880

967,331

0

0

0

139,663

32,689

424

313,517

 
 

※類似団体である酒々井町が、平成２３年度末時点では、７２億３，４０７万９千円の「負債」に対

し、２４０億４，６６３万２千円の「資産」が存在しています。 

公共資産合計と固定負債合計の差額は、酒々井町は、１３８億２，８５８万４千円（平成２３年度）

で、栄町は１６４億５，５７５万６千円（平成２４年度）で、酒々井町を２６億２，７１７万２千円上回って

います。 

 

 

 

 



（参考１） 住民１人あたりの貸借対照表（バランスシート） 

 

平成２３年度 平成24年度 平成２３年度 平成24年度

1 公共資産 1,202 1,186 1 固定負債 459 448

2 投資等 133 138 2 流動負債 43 43

3 流動資産 47 46 負債合計 502 491

純資産合計 880 879

資産合計 1,382 1,370 負債・純資産合計 1,382 1,370

22,483人

22,278人

1人あたりの貸借対照表

（平成25年3月31日）

（単位：千円）

平成24年3月31日現在

平成25年3月31日現在

（住民基本台帳人口）

〔純資産の部〕

〔資産の部〕 〔負債の部〕

 

 

バランスシートを住民１人あたりに換算すると、資産が１３７万円、うち公共資産が１１８万６千円、

投資等などが１３万８千円、これに対して負債が４９万１千円、純資産は８７万９千円となり、前年度

と比較すると、資産が１２千円減少したことに対し、負債も１１千円減少しています。 

 

※類似団体である酒々井町（平成２３年度末）では、住民一人あたりの資産は１１３万５千円、負

債は３４万円、純資産は７９万５千円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２３年度と平成２４年度のバランスシート（貸借対照表）を比較すると、「資産」が５億３，０９６

万９千円減少し、「負債」においても３億５，９２９万８千円減少しています。 

 

科目別に比較すると、資産の部においては、消防救急無線設備の整備及び管理に関する市

町村負担金、共同運用消防指令センター整備工事管理業務負担金などにより消防費が３，６１６

万９千円増加したものの、その他の項目において減価償却による資産価値の低下が主な要因とし

て、公共資産合計が５億８，９９１万６千円減少しましたが、印旛郡市広域市町村圏事務組合、長

門川水道企業団への出資により投資及び出資金計が３，５８２万円、その他特定目的基金（鉄道

施設整備基金、東日本大震災復興基金など）の積立により基金等計が４，８１０万１千円増加した

ことから、投資等合計で８，１８８万６千円増加しています。 

また、現金預金の財政調整基金が７，３６０万７千円増額、歳計現金が８，６０７万６千円減額した

ことから現金預金計が１，２４６万９千円減額し、未収金では主に市町村税等に関する未収金が４，

９９３千円の減額などから未収金計が１，０４７万円減額し、流動資産合計で２，２９３万９千円の減

額となっています。 

 

【資産の部】 （単位：千円）

23年度 24年度 増減

公共資産 27,018,998 26,429,082 △ 589,916

投資等 2,998,846 3,080,732 81,886

流動資産 1,062,920 1,039,981 △ 22,939

資産合計 31,080,764 30,549,795 △ 530,969  

 

負債の部においては、地方債残高の減少により地方債が３億２，６７１万５千円減額、印旛沼開

発施設緊急改築事業負担金の前年度に負担した６，８２９千円減額、また、人員適正化計画によ

り退職者に対する新規採用職員を抑制などから職員数が減員したため退職手当引当金が１，８３

８万円減少し、固定負債合計が３億５，１９２万４千円減少しています。 

また、地方債の発行額を抑制し翌年度償還予定地方債が８，１０５千円減少したことなどから流

動負債合計が７，３７４千円減少し、負債合計では、３億５，９２９万８千円減少しています。 

 

【負債の部】 （単位：千円）

23年度 24年度 増減

固定負債 10,325,250 9,973,326 △ 351,924

　　うち地方債 7,615,419 7,288,704 △ 326,715

流動負債 977,143 969,769 △ 7,374

　　うち翌年度償還予定地方債 852,245 844,140 △ 8,105

負債合計 11,302,393 10,943,095 △ 359,298  
 

 

 

 

第３章 平成２３年度との比較 



 

資 産 

 

１ 公共資産 

（１）有形固定資産 

有形固定資産とは、地方公共団体が行政サービスを提供するために長期にわたって使

用ないし利用するものとして所有し、物理的に存在し実体をもつ資産のことをいいます。 

有形固定資産のうち、小中学校の校舎、安食小学校・布鎌小学校体育館など教育資産

が４３．３％、生活インフラ・国土保全となる道路・公園などが４１．１％、役場庁舎・消防庁

舎などの総務資産が１３．６％となっています。 

有形固定資産合計２６０億１，５１３万７千円のうち、土地は８９億２，６３１万９千円、その

他建物等の資産が１７０億８，８８１万８千円となっています。 

 

（２）売却可能資産 

公共資産のうち、売却可能資産は４億１，３９４万５千円となっています。主なものとして

は、竜角寺台三丁目・六丁目、南ヶ丘一丁目の宅地が有り、前年度に酒直台の宅地売却

により減少しましたが、新たに安食字谷前（旧保健センター用地）を追加いたしました。 

※平成２３年度の売却可能価額は、最低売却価額をもとに算出いたしましたが、平成２４

年度については、近傍類似宅地評価額をもとに算出しているために売却可能資産が１億６

１４万５千円の増額となっています。 

 

（参考２） 資産老朽化比率 

保有する資産が耐用年数に対してどの程度経過しているのかを全体として把握するための

指標です。平均的な値は、３５～５０％と言われており、栄町では５５．７％と平均値を上回り、

各施設の老朽化が進んでいることが伺え、平成２３年度から２ポイント増加しております。 

 

【算式】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 

２１，５２７，０９８千円÷（２６，０１５，１３７千円－８，９２６，３１９千円＋２１，５２７，０９８千円）

×１００＝５５．７％ 

①生活イ

ンフラ・

国土保全, 
41.1②教育, 43.3

③福祉, 
0.3

④環境衛生, 
0.3

⑤産業

振興, 
0.6

⑥消防, 
0.8

⑦総務, 
13.6

有形固定資産

①生活インフラ・国土保全

②教育

③福祉

④環境衛生

⑤産業振興

⑥消防

⑦総務

第４章 平成２４年度の科目別の説明 



２ 投資等 

（１）投資及び出資金 

投資及び出資金とは、債券及び株式の取得に要する額並びに公益法人の定款もしくは

寄付行為に係る出捐金等をいいます。主なものとして長門川水道企業団・印旛広域水道な

どの公営企業などに１４億９２１万円の出資をしています。 

 

（２）貸付金 

貸付金とは、金銭消費貸借契約に基づく債権のうち、回収期日が到来していないもので、

長期延滞債権に該当しないものをいいます。貸付金残高は、ありません。 

 

（３）基金等 

基金とは、地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維

持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をい

います。 

社会福祉基金や鉄道施設整備基金などの特定目的基金が５，５１４万２千円、土地開発

基金やその他定額運用基金が２億１４万６千円、退職手当積立金【退職手当組合（千葉県

市町村総合事務組合）が保有する資産のうち平成２４年度末における栄町の持分相当額】

が１２億４，５８２万円となっています。 

 

（４）長期延滞債権 

長期延滞債権とは、栄町が保有する債権のうち、当年度末日現在で回収期限から１年以

上経過している債権が存在する債務者に対するすべての債権をいいます。 

町税など一年以上納付されていない債権が２億４，１２６万５千円あり、このうち７，０８５万

１千円を回収不能見込額として計上しています。 

回収不能見込額の計上方法は、過去５年間の不納欠損累計額や滞納繰越収入額を用

いて算定しています。 

 

 

３ 流動資産 

流動資産とは、現金及び貸借対照表基準日の翌日から起算して１年以内に現金として回

収される資産で、現金預金と未収金とで構成されます。 

流動資産は、流動負債と比較すると７，０２１万２千円のプラスとなり流動性はわずかではあ

りますが確保されています。 

（１）現金預金 

財政調整基金が７億４，３２８万１千円、減債基金が１９万円、歳計現金が２億３，７８２万

５千円（うち現金が３０万円、預金が２億３，７５２万５千円）あり、現金預金の合計は９億８，１

２９万６千円です。 

 

（２）未収金 

平成２４年度の歳入として調定していた地方税のうち５，５６０万８千円と保育料・給食費

など３０７万７千円が未収金となっています。 

 



負 債 

 

１ 固定負債 

（１）地方債 

地方債とは、地方公共団体が教育・生活インフラといった有形固定資産を形成するため

に資金調達を行うための債券の発行又は証書借入れによって負う金銭債務で、翌々年度

以降に償還されるものが７２億８，８７０万４千円あり、負債総額の６６．６％を占めています。 

地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち５１億１，５６０万５千円については、償還

時に地方交付税の算定の基礎に含まれるものとなっています。 

 

（２）長期未払金 

長期未払金とは、特定の契約等により既に確定している債務のうち、未だその支払が完

了していないもので、その支払期限が基準日の翌日から起算して１年超のものをいいま

す。 

債務負担行為を設定している印旛沼開発施設緊急改築事業負担金の、翌々年度以降

に支出予定の長期未払金が８，１９５万５千円となっています。 

なお、債務負担のうち長期継続契約など、翌々年度以降の債務が発生していないもの

は除いています。 

 

（３）退職手当引当金 

退職手当引当金とは、特別職を含む普通会計の全職員が年度末に自己都合退職によ

り普通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見込額で、２６億２６６万

７千円となっていますが、退職手当組合積立金は１２億４，５８２万円となっていることから、

仮に特別職を含む普通会計の全職員が年度末に自己都合退職により普通退職した場合

は不足となってしまいます。 

なお、額の差はありますが、近隣市町村においても退職手当引当金は、退職手当組合

積立金よりも多くなっています。 

 

 

２ 流動負債 

（１）翌年度償還予定地方債 

翌年度償還予定地方債とは、地方公共団体が資金調達のために行う債券の発行又は

証書借入れによって負う金銭債務のうち、約定により翌年度に償還することが予定されてい

るものをいい、８億４，４１４万円となっています。 

 

（２）短期借入金 

短期借入金（翌年度繰上充用金）とは、歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を

繰り上げてその年度の歳入に充てた額をいい、平成２４年度実質収支が黒字のためありま

せん。 

 

 

 



（３）未払金 

未払金とは、特定の契約等により既に確定している債務のうち、未だその支払が完了し

ていないもので、その支払期限が基準日の翌日から起算して 1 年以内のものをいい、債務

負担行為を設定している印旛沼開発施設緊急改築事業負担金の翌年度支払予定額が６８

３万円となっています。 

 

（４）賞与引当金 

賞与引当金とは、翌年度に支払われる予定の期末・勤勉手当のうち、当年度負担相当

額をいい、平成２５年度の６月に支給される期末・勤勉手当のうち、平成２４年度負担相当

額（１２月から３月分まで勤務したことにより発生する賞与分）で、１億１，８７９万９千円となっ

ています。 

 

 

純資産 

１ 公共資産等整備国県補助金等 

公共資産等整備国県補助金等とは、公共資産等の資産形成に充てられた国庫支出金及

び都道府県支出金などの財源をいいます。 

具体的には、昭和４４年度から平成２４年度までの普通建設事業費（他団体等に対する補

助金を除く）に充てられた国庫支出金及び都道府県支出金の累計額と、貸付金など普通建

設事業費以外の資産形成に充てられた国庫支出金及び都道府県支出金の累計額との合計

額です。 

なお、現在高の算定にあたっては、償却資産に充てられた国庫支出金及び都道府県支出

金は償却を行った後の金額を計上しています。 

公共資産等に充てられた国庫支出金及び都道府県支出金の現在高は、３９億７，４５１万

円となっています。 

 

２ 公共資産等整備一般財源等 

公共資産等整備一般財源等とは、資産の部に計上されている公共資産等の財源のうち、

国庫支出金、都道府県支出金、地方債、未払金以外のものをいい、償却後の現在高は、１５

３億１，６９９万３千円となっています。 

 

３ その他一般財源等 

その他一般財源等とは、純資産のうち、公共資産等整備国県補助金等及び公共資産等

整備一般財源等、資産評価差額以外のものをいい、２億９０５万２千円となっています。 

 

４ 資産評価差額 

資産評価差額とは、資産の貸借対照表計上額と取得価額との差額をいい、前年度からの

増減分の資産評価差額１億６１４万５千円を計上しています。 


