
 

勘定科目解説 

１ 貸借対照表 

科  目 説     明 

【資産の部】  

固定資産 土地や建物などで 1 年を超えて利用する資産 

有形固定資産 固定資産のうち目に見える資産 

事業用資産 インフラ資産及び物品以外の有形固定資産 

土地 庁舎、福祉施設、教育施設等の土地 

立木竹 地面から生えている立木と立竹 

建物 庁舎、福祉施設、教育施設など 

工作物 プール、テニスコート、ごみ処理施設など 

船舶 水上を航行する乗り物 

浮標等 浮標、浮桟橋、(船舶の修理の)浮きドック 

航空機 人が乗って空を飛ぶことができる乗り物 

その他 事業用資産のうち勘定科目に該当がない資産 

建設仮勘定 建設中の事業用資産に支出した金額 

インフラ資産 道路、河川、港湾、公園、防災(消防施設を除く)、上下水道施設

に限定される 

土地 インフラ資産とされた施設等の底地 

建物 インフラ資産とされた施設等の建物 

工作物 道路、公園、護岸工事、橋りょう、上下水道など 

その他 上記外のインフラ資産 

建設仮勘定 建設中のインフラ資産に支出した金額 

物品 車両、物品、美術品 

無形固定資産 物的な存在形態をもたない資産、地上権、著作権、特許権など 

ソフトウェア 研究開発費に該当しないソフトウェア製作費 

その他 ソフトウェアを除く無形固定資産 

投資その他の資産 投資及び出資金、投資損失引当金、長期延滞債権、長期貸付金、

基金、徴収不能引当金など 

投資及び出資金 有価証券、出資金など 

有価証券 株券、公債証券などの債権等 

出資金 公有財産として管理されている出資等 

その他 有価証券、出資金を除く投資及び出資金 

投資損失引当金 投資及び出資金の実質価額が著しく低下した場合に計上する引

当金 

長期延滞債権 
滞納繰越調定収入未済分(債権としての金額が確定していて、入

金となっていないもの) 

長期貸付金 貸付金のうち流動資産に区分されるもの以外 

基金 流動資産に区分される基金以外の基金 

減債基金 地方債の償還のための積立金で、流動資産に区分されるもの以外 
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※減価償却は定額法、土地の価額は取得価額をベースに計上しています。 

 

その他 減債基金及び財政調整基金以外の基金 

徴収不能引当金 投資その他の資産のうち、徴収不能実績率などにより算定した引

当金 

流動資産 資産のうち、通常 1 年以内に現金化、費用化できるもの 

現金預金 現金(手許現金及び要求払預金)及び現金同等物 

未収金 現年度に調定し現年度に収入未済のもの 

短期貸付金 貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの 

基金 財政調整基金及び減債基金のうち流動資産に区分されるもの 

財政調整基金 財政の健全な運営のための積立金 

減債基金 地方債の償還のための積立金 

棚卸資産 売却を目的として保有している資産 

その他 上記及び徴収不納引当金以外の流動資産 

徴収不能引当金 未収金等のうち回収の見込みがないと見積もった金額 

【負債の部】  

固定負債 支払期限が 1 年を超えて到来する負債 

地方債等 地方債のうち償還予定が 1 年超のもの 

長期未払金 債務負担行為で確定債務とみなされるもの及びその他の確定債

務のうち流動負債に区分されるもの以外のもの 

退職手当引当金 年度末に全職員が自己都合で退職した場合に支払うべき金額か

ら、外部に積み立てている金額を差し引いた金額 

損失補償等引当金 第三セクター等の債務のうち、将来自治体の負担となる可能性が

あると見積もった金額 

その他 上記以外の固定負債 

流動負債 支払期限が 1 年以内に到来する金額 

 １年内償還予定地方債等 地方債のうち、翌年度償還を予定しているもの 

 未払金 支払義務が確定している金額 

 未払費用 支払義務が到来していないが、既に提供された役務に対して未払

いの金額 

 前受金 代金の納入は受けているが、これに対する義務の履行を行ってい

ない金額 

前受収益 未だ提供していない役務に対して支払いを受けている金額 

賞与等引当金 翌年度支払いが予定されている賞与等のうち、当年度負担分の金

額 

 預り金 第三者からの預り金 

 その他 上記以外の流動負債 

【純資産の部】  

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、自治体が調達した資源を

充当して資産形成を行った場合で、その資産の残高(減価償却累

計額の控除後) 

余剰分(不足分) 自治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 
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２ 行政コスト計算書 

科  目 説     明 

経常費用 毎会計年度、経常的に発生する費用 

 業務費用 人件費、物件費等、その他の業務費用 

人件費 職員給料などの人にかかる費用 

職員給与費 職員等に対しての勤労の対価や報酬として支払われる費用 

賞与等引当金繰入額 賞与等引当金の当該年度発生額 

退職手当引当金繰入額 退職手当引当金の当該年度発生額 

その他 上記外の人件費 

物件費等 物件費、維持補償費、減価償却費など 

物件費 職員旅費、委託料、消耗品費など 

維持補修費 資産の機能維持のために必要な修繕費等 

減価償却費 使用や時間の経過に伴う資産の価値減少額 

その他 上記以外の物件費等 

その他の業務費用 支払利息、徴収不能引当金繰入額等 

   支払利息 地方債等にかかる利息負担金額 

   徴収不能引当金繰入額 徴収不能引当金の当該年度発生額 

   その他 上記以外の業務費用 

  移転費用 経常的に発生する非対価性の支出 

   補助金等 政策目的による補助金等 

   社会保障給付 社会保障給付としての扶助費等 

   他会計への繰出金 他会計への繰出金 

   その他 上記以外の移転費用 

経常収益 毎会計年度、経常的に発生する収益 

  使用料及び手数料 使用料、手数料の形で徴収する金銭 

  その他 上記以外の経常収益 

純経常行政コスト 毎会計年度、経常的に発生する行政コスト(経常収益-経常費用) 

 臨時損失 臨時に発生する費用 

  災害復旧事業費 災害復旧にかかる費用 

  資産除売却損 資産を売却して損失が発生した場合の金額 

  投資損失引当金繰入額 投資損失引当金の当該年度発生額 

  損失補償等引当金繰入額 損失補償費引当金の当該年度発生額 

  その他 上記以外の臨時損失 

 臨時利益 臨時に発生する利益 

  資産売却益 資産を売却した際に、売却額が帳簿価格を上回る金額 

  その他 上記以外の臨時収益 

純行政コスト 純経常行政コスト-臨時損失+臨時収益 
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３ 純資産変動計算書 

 

  

科  目 説     明 

前年度末純資産残高 前年度末の純資産の残高 

 純行政コスト(△) 行政コスト計算書で計算された費用に関する財源措置 

財源 純資産の財源をどのように調達したかの分類 

税収等 地方税、地方交付税及び地方譲与税等 

国県等補助金 国庫支出金及び都道府県支出金等 

本年度差額 前年度純資産残高-純行政コスト+財源 

固定資産等の変動(内部変

動) 

有形固定資産等の増加や減少、貸付金·基金等の増加や減少を再

掲 

有形固定資産等の増加 有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有資産の増加額

または有形固定資産及び無形固定資産の形成のために支出した

金額 

有形固定資産等の減少 有形固定資産及び無形固定資産減価償却費相当額及び除売却に

よる減少額、または有形固定資産及び無形固定資産の売却収入

(元本分)、除却相当額及び自己金融効果を伴う減価償却相当額 

  貸付金·基金等の増加 貸付金·基金等の形成による保有資産の増加額または新たな貸付

金·基金等のために支出した金額 

  貸付金·基金等の減少 貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額または貸付金の償

還収入及び基金の取崩収入相当額 

 資産評価差額 有価証券等の評価差額 

 無償所管換等 無償で譲渡、または取得した固定資産の評価額 

 その他 上記以外の純資産及びその他内部構成の変動 

 本年度純資産変動額 「本年度差額」「資産評価額」「無償所管換等」「その他」を増

減した金額 

本年度末純資産残高 「前年度末純資産残高」に「本年度純資産変動額」を増減した金

額 
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４ 資金収支計算書 

科  目 説     明 

【業務活動収支】  

業務支出 自治体の運営上、毎年度経常的に支出されるもの 

 業務費用支出 人件費、物件費、支払利息などの支出 

  人件費支出 議員歳費、職員給料、退職金などの支出 

  物件費等支出 物品購入費、維持修繕費、業務費などの支出 

  支払利息支出 地方債等に係る支払利息の支出 

  その他の支出 上記以外の業務費用支出 

移転費用支出 経常的に発生する非対価性の支出 

  補助金等支出 各種団体への補助金等に係る支出 

  社会保障給付支出 各種扶助などの社会的給付に係る支出 

  他会計への繰出支出 他の会計への繰出に係る支出 

  その他の支出 上記以外の移転支出 

業務収入 町政運営上、毎年度経常的に収入されるもの 

 税収等収入 住民税や固定資産税などの収入 

 国県等補助金収入 国県等からの補助金のうち、業務支出の財源に充当 

した収入 

 使用料及び手数料収入 使用料及び手数料の収入 

 その他の収入 上記以外の業務収入 

臨時支出 災害復旧事業費などの支出 

 災害復旧事業費支出 災害復旧事業費に係る支出 

 その他の支出 災害復旧事業費以外の臨時支出 

臨時収入 臨時にあった収入 

業務活動収支 (「業務収入」-「業務支出」)+(「臨時収入」-「臨時支出」) 

【投資活動収支】  

 投資活動支出 投資活動に係る支出 

  公共施設等整備費支出 有形固定資産等形成に係る支出 

  基金積立金支出 基金積立に係る支出 

  投資及び出資金支出 投資及び出資金に係る支出 

  貸付金支出 貸付金に係る支出 

  その他の支出 上記以外の投資活動支出 

 投資活動収入 投資活動に係る収入 

  国県等補助金収入 国県等補助金のうち、投資活動支出の財源に充当した収入 

  基金取崩収入 基金取崩による収入 

  貸付金元金回収収入 貸付金に係る元金回収収入 

  資産売却収入 資産売却による収入 
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  その他の収入 上記以外の投資活動収入 

投資活動収支 「投資活動収入」-「投資活動支出」 

【財務活動収支】  

 財務活動支出 地方債償還に係る支出など 

  地方債等償還支出 地方債に係る元本償還の支出 

  その他の支出 地方債償還支出以外の財務活動支出 

 財務活動収入 地方債発行による収入など 

  地方債等発行収入 地方債発行による収入 

  その他の収入 地方債発行収入以外の財務活動収入 

財務活動収支 「財務活動収入」-「財務活動支出」 

本年度資金収支額 「業務活動収支」+「投資活動収支」+「財務活動収支」 

前年度末資金残高 前年度末の資金残高 

本年度末資金残高 「前年度末資金残高」+「本年度資金収支額」 

 

前年度末歳計外現金残高 前年度の歳計外現金残高 

本年度歳計外現金増減額 本年度の歳計外現金の増減額 

本年度歳計外現金残高 「前年度歳計外現金残高」+「本年度歳計外現金増減額」 

本年度現預金残高 「本年度資金残高」+「本年度歳計外現金残高」 


