
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知市財務部財政課 

平成22年３月 



目 次 
Ⅰ はじめに ...................................................................................1 

1. 公会計の整備について......................................................................1 

2. 公会計整備の意義..........................................................................1 

Ⅱ 普通会計財務書類............................................................................1 

1. 作成基準等................................................................................1 

(1) 作成モデル...............................................................................1 

(2) 対象会計の範囲...........................................................................1 

(3) 作成基準日...............................................................................1 

(4) 基礎データ...............................................................................1 

2. 普通会計財務書類..........................................................................2 

(1) 貸借対照表...............................................................................5 

(2) 行政コスト計算書.........................................................................8 

(3) 純資産変動計算書........................................................................10 

(4) 資金収支計算書..........................................................................11 

3. 普通会計財務書類を用いた比較分析等.......................................................13 

(1) 社会資本形成の世代間負担比率............................................................13 

(2) 歳入額対資産比率........................................................................14 

(3) 有形固定資産の行政目的別割合............................................................14 

(4) 資産老朽化比率..........................................................................15 

(5) 受益者負担比率..........................................................................15 

(6) 行政コスト対公共資産比率................................................................16 

(7) 行政コスト対税収等比率..................................................................16 

(8) 住民一人当たり数値比較..................................................................17 

Ⅲ 連結財務書類...............................................................................18 

1. 連結財務書類について.....................................................................18 

2. 連結財務書類の作成基準...................................................................18 

(1) 作成モデル..............................................................................18 

(2) 連結対象会計・法人等の範囲..............................................................18 

(3) 作成基準日..............................................................................19 

(4) 作成基礎データ..........................................................................19 

(5) 相殺消去................................................................................19 

3. 連結財務書類の調製結果について...........................................................19 

(1) 連結貸借対照表..........................................................................19 

(2) 連結行政コスト計算書....................................................................21 

(3) 連結純資産変動計算書....................................................................22 

(4) 連結資金収支計算書......................................................................23 

Ⅳ 資料編 ....................................................................................24 

1. 普通会計財務書類.........................................................................24 

2. 全会計財務書類...........................................................................32 

3. 連結財務書類.............................................................................40 



Ⅰ はじめに 

1. 公会計の整備について 

 本市では，平成 13年度決算から総務省の「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究

会」報告書の基準（「旧総務省方式」という）に従って普通会計におけるバランスシート（貸借対照

表）・行政コスト計算書を作成するとともに，平成 17年度決算からは全会計や外部団体等を含めた連

結財務書類も作成してまいりましたが，地方分権の推進と情報開示の徹底や行政改革推進法に基づく

資産・債務改革の推進，地方公共団体の財政状況に対する住民の注目などの背景を踏まえ，新しい公

会計制度への取組として，従来の貸借対照表・行政コスト計算書に資金収支計算書・純資産変動計算

書を加えた財務書類４表を整備することといたしました。 

 

2. 公会計整備の意義 

 現金主義による会計処理を補完することで，見えにくいコストの明示，正確な資産把握，将来の市

民負担に対する意識向上が見込まれます。それらを用いた財政全体の把握やコスト分析は当然ですが，

逆に施設別・事業別の財務書類へと細分化することで様々な検証が可能となります。さらに遊休資産

の売却促進・有効活用，債務の圧縮など，資産・債務改革を推進してまいります。 

 
Ⅱ 普通会計財務書類 

1. 作成基準等 

 (1) 作成モデル 

 総務省の実務研究会報告書等で示された「総務省方式改訂モデル」により作成しています。 

 総務省方式改訂モデルにおいては，総務省地方財政状況調査（以下「決算統計」）数値を活用して，

取得原価等に基づく評価を代替的・簡便的に認めることとした上で，固定資産台帳整備の状況により

段階的に公正価値による評価へと移行することとしています。 

 決算統計数値による計上資産のうち用地取得費以外の普通建設事業費は減価償却を行うこととして

います。なお，旧総務省方式と異なり，減価償却は普通建設事業費支出の翌年度から開始することと

しています。また，耐用年数が一部変更されています。 

 

 (2) 対象会計の範囲 

 決算統計での普通会計を対象としています。普通会計とは，一般会計といくつかの特別会計を加え

た決算統計上，全国統一的に用いられる会計区分です。高知市では以下の会計を合算しています。 

 一般会計，へき地診療所事業特別会計，住宅新築資金等貸付事業，母子寡婦福祉資金貸付事業， 

 下水道事業特別会計のうち団地下水道分 

 

 (3) 作成基準日 

 平成 20年度末（平成 21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（平成 21

年 4月1日～平成 21年5月 31日）における収入支出については，平成 20年度内に完了したものと

しています。 

 

 (4) 基礎データ 

 原則として，昭和44年度以降の決算統計の数値を用いています。従って，昭和43年度以前に取得

した有形固定資産は計上されていません。 
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2. 普通会計財務書類 

 財務書類は，貸借対照表，行政コスト計算書，純資産変動計算書及び資金収支計算書の４表から構

成されます。この４表の相関関係は以下のとおりです。 

（単位：億円） （単位：億円）

借　　　方 貸　　　方

【資産の部】 【負債の部】 人にかかるコスト

公共資産 固定負債 　うち人件費

　有形固定資産 　地方債 　退職手当引当金繰入，賞与引当金繰入等

　売却可能資産 　その他 物にかかるコスト

投資等 流動負債 　うち物件費

　投資及び出資金 　翌年度償還地方債 　うち減価償却費

　基金等 　その他 移転支出的なコスト

　その他 負債合計 　うち他会計への支出

流動資産 　うち社会保障給付

　資金 【純資産の部】 その他のコスト

　 うち歳計現金 純資産合計 　うち公債費（利払い）

　未収金 【経常費用】

資産合計 負債・純資産合計 【経常収益】　使用料・手数料等

【純経常行政コスト】経常費用－経常収益

（単位：億円） （単位：億円）

経常的収支 【期首純資産残高】

公共資産整備収支 純経常行政コスト

投資・財務的収支 財源調達

【当期収支】 　地方税

【期首資金残高】 　地方交付税

【期末資金残高】 　補助金等受入

（基礎的財政収支） 　その他

　収入総額 臨時損益

　支出総額 　災害復旧費

　地方債発行額 　損失補償等引当金繰入等

　地方債償還額 資産評価替・無償受入

　財政調整基金等増減 その他

基礎的財政収支 【期末純資産残高】

貸借対照表 行政コスト計算書

区　　　　　分 金額

233

6,144 2,707 185

6,137 2,362 48

7 345 307

216 257 97

66 217 202

91 40 561

59 153

128 2,964 358

104 53

66 51

24 3,525 1,154

55

6,489 6,489 1,099

資金収支計算書 純資産変動計算書

区　　　　　分 金額 区　　　　　分 金額

333 3,441

△34 △1,099

△239 1,180

60 478

6 290

66 339

73

1,388 5

△1,326 △1

△123 6

213 3,525

265 △2

10 0
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【図①　貸借対照表】

資産 
6,489億円  

純資産 
3,525億円 

負債 
2,964億円 

運用形態 調達財源 

調達された資本が，どの事業に投下され，またどのような資産に変わっ
ているか，運用形態を表すものです。 
公会計の場合，現金化されうる資産と，行政サービスを提供する資産と
大きく２つに分けられます。 

借り入れて調達した資本を表します。 
銀行等からの借入金や，将来負担する退職手当
なども含まれます。 

公会計では，民間のような出資や利益の蓄積で
はなく，資産の形成に充てられた税金や，返済
不要な国・県等からの補助金などの蓄積を表し
ます。 

 

【貸借対照表】 

            貸借対照表（バランスシート，

B/Sと略される）とは，図①のよ

うに，資産，負債，資本（純資

産）を表すものであり，一定時点

における財務状態を明らかにする

ものです。財務状態とは，資本の

調達（どのように資金を集めたの

か）と，資本の運用（その集めた

資金をどのような事業や資産へと

投下しているのか）の関係をいい

ます。 

 

 

 

【行政コスト計算書】 

 行政サービスの提

供状況を表す行政

コスト計算書は，

企業が作成する損

益計算書に相当す

るものですが，図

②のように，営利

活動を目的としな

い地方公共団体に

おいては，企業が行う損益計算ではなく，当該年度の行政サービスにどれだけの費用（コスト）がか

かり，それをどのような歳入で賄ったのかという内容分析を行うためのものとなっています。経常行

政コストは，１年間の行政サービスを提供することにより生じた経費を表しており，経常収益は，使

用料・手数料や分担金・負担金など，行政サービスの直接の対価として得られた受益者の負担額を表

しています。経常行政コストと経常収益の差額である純経常行政コストは，受益者負担以外の市税や

地方交付税，国庫支出金・県支出金などで賄わなければならないコストを表すことになります。経常

行政コストや経常収益は人件費，物件費などの性質別と福祉，教育などの行政目的別にコストの発生

状況を把握することができるとともに，目的別に経常行政コストに対する受益者負担の割合を算定す

ることもできます。ただし，社会保障給付などでは，直接国や県の負担とされている経費もコストと

して計上されているため，単純に企業の損益計算書の収支とは意味が異なることに注意が必要です。 

【図②　行政コスト計算書】

符号が逆

企業の損益計算書とは，全く逆の考え方で作成されています。

利益の追求の結果ではなく，行政サービスをどのように経費（コスト）をかけて行ったかという結果表示です。

また，受益者負担割合も分かります。

利益

－

費用

行政コスト計算書 損益計算書

収益

＝

純経常行政コスト
＝

収益

－

経常行政コスト

1,099.3億円

54.8億円

1,154.1億円
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【純資産変動計算書】 

 純資産変動計算書は，貸

借対照表の純資産に関す

る１年間の増減を表した

財務書類です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資金収支計算書】 

資金収支計算書は，行政活動を資

金の流れから見たもので，他の３

つの財務書類とは異なり，唯一現

金主義による財務書類です。「①経

常的収支の部」，「②公共資産等整

備収支の部」及び「③投資・財務

的収支の部」の３つの区分に分け，

図④のように，どのような行政活

動に資金がどのように使われたか

を示しています。 

 公共資産等整備収支及び投資・財

務的収支は，支出に対して特定財

源では賄い切れない部分は赤字と

なり，この不足分を経常的収支の

黒字で補てんすることとなります。

なお，収入はどの支出の特定財源

となっているかにより計上される

ため，例えば地方債発行額につい

て，公共資産等整備に充当された

地方債であれば公共資産等整備収

支の部に計上され，臨時財政対策

債や退職手当債などのいわゆる赤

字地方債であれば経常的収支の部

に計上されています。 

 

【図③　純資産変動計算書】

純資産変動計算書

期首純資産残高

－

純経常行政コスト

＝

期末純資産残高

±

科目振替

±

資産評価替え等

5.1億円

＋

一般財源，補助金受入等

±

臨時損益

△1.9億円

3,524.6億円

3,440.9億円

△1,099.3億円

1,179.8億円

純経常行政コストに対して，一般財源及び補助金
等の受入金額がどの程度かを表します。 
純経常行政コストがどの程度受益者負担以外の経
常的な一般財源で賄われているかが分かります。 

主に売却可能資産の評価替えや，株券の時価評価差
額などの増減です。また，資産の無償譲渡を受けた
場合などはここに計上されます。 

経常的なもの以外に，災害復旧や公共資産の除売
却，投資による損失など，臨時的に純資産が変動
した内容が分かります。 

公共資産の整備で投入された財源と処分等で増加
した財源の対比，また，新たな貸付・投資・出資
と貸付金回収などの対比が示されます。 

【図④　資金収支計算書】

補てん 　本年度資金の増加

補てん

③投資・財務的収支の部

②公共資産等整備収支の部

①経常的収支の部

収入 
1,246.3
億円 

支出 
913.5 
億円 

黒字 
332.8 
億円 

収入 
99.7 
億円 

収入 
41.7 
億円 

赤字 
33.5 
億円 

支出 
133.2 
億円 

赤字 
239.5億
円 

支出 
281.2 
億円 

余剰金 
59.8 
億円 
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 (1) 貸借対照表 

（単位：億円） （単位：円）

借　　　方 貸　　　方 借　　　方 貸　　　方

【資産の部】 【負債の部】 【資産の部】 【負債の部】

公共資産 固定負債 公共資産 固定負債

　有形固定資産 　地方債 　有形固定資産 　地方債

　売却可能資産 　その他 　売却可能資産 　その他

投資等 流動負債 投資等 流動負債

　投資及び出資金 　翌年度償還地方債 　投資及び出資金 　翌年度償還地方債

　基金等 　その他 　基金等 　その他

　その他 負債合計 　その他 負債合計

流動資産 流動資産

　資金 【純資産の部】 　資金 【純資産の部】

　 うち歳計現金 純資産合計 　 うち歳計現金 純資産合計

　未収金 　未収金

資産合計 負債・純資産合計 資産合計 負債・純資産合計

（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

6,488.6 6,488.6 1,908,612 1,908,612

58.8 17,307

128.1 2,963.9

24.3 3,524.6 7,162 1,036,768

37,670 871,845

103.7 30,508

65.7 19,316

66.0 217.3 19,382 63,930

91.4 40.0 26,892 11,769

6,144.4 2,706.6 1,807,361 796,146

6,137.0 2,362.5

216.2 257.3 63,581 75,699

1,805,209 694,918

7.3 344.1 2,152 101,228

貸借対照表 貸借対照表（住民一人当たり）

 

  〔資産の部〕 

① 有形固定資産（6,137.0億円，住民一人当たり180万5,209円） 

 高知市が保有する土地・建物・道路・公園といった不動産，車両・コンピュータ等の動産を，その

保有が長期に及ぶことから固定資産の部に計上し，行政目的別に表しています。国や県からの補助金

等を利用して普通建設事業を行った場合についても，市税等の自主財源での取得と同様，有形固定資

産に含めて計上しています。なお，国・県からの補助金による建設については，〔純資産の部〕にお

いて財源別の表示をしています。 

 他団体（国，都道府県，一部事務組合，民間等）に支出した補助金，負担金等により高知市外に有

形固定資産が形成される場合がありますが，これら資産についてはその所有権がないことから有形固

定資産には計上していません。 

 高知市では，決算統計が現在の様式となった昭和 44年度以降支出した金額の合計額を取得価額と

みなして表示しています。従って，昭和 43年度以前に取得した有形固定資産は計上されていません。 

② 売却可能資産（7.3億円，住民一人当たり2,152円） 

 売却可能資産とは，「ア 現に公用もしくは公共用に供されていない公有財産」，「イ 売却が既に

決定している，又は近い将来売却が予定されていると判断される資産」のいずれかに該当する資産の

うち高知市の定める以下の基準で選定したものです。 

【対象となる基準】 

 （ア）行政サービスの提供に活用されていないもの 

 （イ）売却の方針が概ね決定されているもの 

 （ウ）財産売払収入を予算化しているもの又は予算化の予定があるもの 

 （エ）瑕疵担保物件ではないこと 

【対象としない基準】 

 （オ）現に行政財産として活用している，若しくは本来活用すべき資産 

 （カ）貸付金額，貸付相手方を問わず貸付している資産 

 （キ）売却する際に費用対効果を勘案して費用が上回る蓋然性が高い場合は対象としない。 

   ただし，将来的な管理費用とも勘案して対応することとする。 

 次に，評価方法については以下のとおりです。 
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 （ａ）近い将来売却予定がある物件の場合は原則不動産鑑定士による評価方法とする（土地のみで 

   鑑定する）。 

 （ｂ）売却予定であるが，時期が未定の場合は固定資産税による評価方法を採用する（個別評価方 

   式）。 

 （ｃ）建物が存する場合は市場の実態を反映した評価方法とするため，土地建物一体で評価した価 

   格を算出するものとする。 

 また，時点修正について，原則として毎年評価替えを行うものとされているため，固定資産税評価

額の据置年度においても地価が下落している場合には，同様に基準年度の価格に修正を加えることが

できると規定されている（地方税法附則第 17条の２第１項）ことも踏まえ，宅地及び宅地比準土地

について，地価下落が認められる場合においては，毎年下落修正を行うこととします。 

③ 投資及び出資金（66.0億円，住民一人当たり1万9,382円） 

 平成 20年度末において保有する財団法人，社団法人等への出資残高及び有価証券等について「投

資及び出資金」として計上しています。 

 投資及び出資金は，原則として「財産に関する調書」の金額と一致すべきものですが，公営企業で

ある水道局や，県市病院組合で運営している高知医療センターへ負担した出資と考えられる経費も

「投資及び出資金」としてあるべき数値を計上しています。 

 投資及び出資金は原則として取得価額（帳簿価額）で計上しますが，時価のある株券は時価で計上

し，また，出資先の財務状態を勘案し，実質的な価値（実質価額）が取得価額に比べて 30％以上下

落した場合にも，取得価格ではなく実質価額で計上しています。高知市が主体となって設立した第三

セクター等について実質価額で評価しているものについては，取得価額と実質価額との差額を投資損

失引当金として計上しています。 

④ 貸付金（27.4億円，住民一人当たり8,069円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

 平成 20年度の出納閉鎖時点（平成 21年 5月 31日）において，高知市の第三者への貸付金を計上

しています。既に返済期限が到来しているにもかかわらず回収できていないものについては，貸付金

からは除き，長期延滞債権又は未収金として計上しています。また，貸付金のうち将来回収ができな

いと見込まれるものを回収不能見込額として計上することとしていますが，現時点ではありません。 

⑤ 基金等（91.4億円，住民一人当たり2万6,892円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

  財政調整基金（17.3億円，住民一人当たり5,093円） 

  減債基金（20.7億円，住民一人当たり6,099円） 

 特定目的の基金は，施設整備といった特定目的のために財産を維持し，資金を積立て又は定額の資

金を運用するために設けられる資金又は財産であり，通常，その目的達成までの期間が長期に及ぶこ

とから，行政上固定的な資金であると考え，固定資産の部に計上しています。 

⑥ 長期延滞債権（37.4億円，住民一人当たり1万999円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

  未収金（24.3億円，住民一人当たり7,162円） 

 市税，貸付金，使用料・手数料，分担金・負担金，雑入などの科目の収入未済額のうち，当初調定

年度が平成 19年度以前のもの，つまり納付期限が到来してから 1年以上経過しているものについて，

固定資産の長期延滞債権として計上しています。また，収入未済額のうち，長期延滞債権以外のもの

は，流動資産の未収金として計上しています。 

⑦ 回収不能見込額（合計▲6.0億円，住民一人当たり▲1,761円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

 長期延滞債権のうち回収が不能となることが見込まれる額については回収不能見込額として投資等

に，未収金の回収不能見込額は流動資産に，それぞれマイナス（▲）計上しています。算定について
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は，過去３年間の不納欠損実績等に基づいて行いました。 

 

  〔負債の部〕 

① 地方債（翌年度償還分を除く）（2,362.5億円，住民一人当たり69万4,918円） 

  翌年度償還予定地方債（217.3億円，住民一人当たり6万3,930円） 

 固定負債の地方債には，平成 20年度末地方債現在高から，流動負債に計上する翌年度償還予定額

を控除した額を計上しています。 

② 長期未払金（ - 億円，住民一人当たり - 円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

 債務負担行為を設定したもののうち，既に資産を取得し，又は役務の提供を受けたことに対する対

価の償還費的なものを計上しています。高知市では該当がありません。なお，それ以外の資産等の取

得及び役務の提供等がまだ完了していない債務負担行為については，欄外に注記しています。 

③ 退職手当引当金（208.7億円，住民一人当たり6万1,379円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

  翌年度支払予定退職手当（26.4億円，住民一人当たり7,759円） 

 退職時において支払われる退職手当は，労働に対する対価として既に発生しているという考え方か

ら，貸借対照表では，平成 20年度末に在籍している職員が，年度末に普通退職したと想定し，その

要支給額を引当金計上することとしていました。しかしながら，民間企業会計での簡便法や地方公共

団体の財政の健全化に関する法律（以下「財政健全化法」）では，自己都合により退職した場合の支

給率を用いた方法が採用されていることから，財政健全化法と同様の算定を行うことも認められるこ

ととされましたので，財政健全化法による将来負担額との整合性を考慮し，自己都合により退職した

場合の支給率を用いた方法で計上しています。翌年度支払予定額は流動負債に計上し，残りを固定負

債に計上しています。現時点ですぐにこれだけの金額が必要となるわけではありませんが，将来最低

限これだけの退職手当は支払わなければならないことを表しています。 

 また，将来高知市が実質的に負担すべき退職手当の１年間の増加分を，行政コスト計算書の退職手

当引当金繰入等に計上しています。 

④ 損失補償等引当金（135.5億円，住民一人当たり3万9,849円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

 損失補償等引当金には，土地開発公社や第三セクター等に対して行っている債務保証や損失補償の

うち，将来発生することが予想される金額を計上しています。履行すべき額が確定していない損失補

償債務のうち，財政健全化法上，将来負担比率の算定に含めた将来負担額について計上しています。

高知市では，土地開発公社に対する債務保証と学校建設公社に対する損失補償が該当します。 

⑤ 賞与引当金（13.6億円，住民一人当たり4,010円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

 平成21年６月に職員に支給する賞与（期末手当・勤勉手当）の支給対象期間の一部は，平成20年

度に係るものであることから，平成 20年度に係る部分を賞与引当金として計上しています。６月支

給の賞与は，前年度の12月から５月までの６か月を支給対象期間としており，そのうち平成20年度

の12月から３月までの４か月分が引当金対象となります。 
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  〔純資産の部〕 

① 公共資産等整備国県補助金等 

 （1,490.0億円，住民一人当たり43万8,270円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

 公共資産等整備国県補助金等には，昭和44年度から平成20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県支出金の累計額との合計額を計上しています。なお，

建物等の償却資産に対する財源として受け入れた国庫支出金及び県支出金は，建物等の減価償却に応

じて減額しています。 

② 公共資産等整備一般財源等 

 （2,752.0億円，住民一人当たり80万9,512円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

 公共資産等整備の財源のうち，国庫支出金・県支出金及び地方債を除いた（市税，地方交付税，分

担金・負担金など）額を公共資産等整備一般財源等として計上しています。 

③ その他一般財源等（▲716.6億円，住民一人当たり▲21万797円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

 その他一般財源等とは，公共資産等とその財源以外の純資産を表わしたものですが，高知市ではそ

の他一般財源等がマイナスとなっています。これは，将来世代が自由に活用できる財源の一部が既に

拘束されていることを表していますが，主な理由として，赤字地方債である臨時財政対策債（後年度

交付税の基準財政需要額に全額算入されることとなっています。）や災害復旧事業債，退職手当債な

どの資産形成されない地方債の発行があること，また，退職手当引当金や損失補償等引当金などのす

ぐに支払う必要はないが将来の負担を明確にするために計上している引当金などがあるためです。 

④ 資産評価差額（▲0.7億円，住民一人当たり▲218円） ※Ⅳ 資料編24頁・25頁参照 

 資産評価差額には，売却可能資産を計上した場合の売却可能価額と帳簿価額との評価差額や，時価

評価した株券の取得価格と時価との差額などを計上しています。時点修正等で売却可能価額が帳簿価

額より下がったことなどによりマイナスとなっています。 

 

 (2) 行政コスト計算書 

（単位：億円） （単位：円）

人にかかるコスト 人にかかるコスト

　うち人件費 　うち人件費

　退職手当引当金繰入，賞与引当金繰入等 　退職手当引当金繰入，賞与引当金繰入等

物にかかるコスト 物にかかるコスト

　うち物件費 　うち物件費

　うち減価償却費 　うち減価償却費

移転支出的なコスト 移転支出的なコスト

　うち他会計への支出 　うち他会計への支出

　うち社会保障給付 　うち社会保障給付

その他のコスト その他のコスト

　うち公債費（利払い） 　うち公債費（利払い）

【経常行政コスト】 【経常行政コスト】

【経常収益】　使用料・手数料等 【経常収益】　使用料・手数料等

【純経常行政コスト】経常費用－経常収益 【純経常行政コスト】経常費用－経常収益
（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

54.8 16,117

1,099.3 323,355

153.0 44,996

1,154.1 339,472

201.5 59,278

560.8 164,955

358.0 105,313

53.3 15,679

51.2 15,066

184.8 54,350

97.4 28,644

行政コスト計算書 行政コスト計算書（住民一人当たり）

区　　　　　分 金額 区　　　　　分 金額

233.1 68,558

48.3 14,208

306.9 90,280

 

① 人にかかるコスト（233.1億円，住民一人当たり6万8,558円） ※Ⅳ 資料編26頁・27頁参照 

 人にかかるコストとは，高知市の職員に対する給与や各種手当等にかかった１年間のコストですが，

単に１年間に支出した額ではなく，退職コスト（職員が１年間勤務したことにより将来支給すべき退
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職手当の増加した額）なども含まれています。退職コストは，これまでの予算・決算では把握されて

いなかったコストですが，１年間で 34.7億円（住民一人当たり 1万 198円）と，小さくない金額で

あることが分かります。 

 行政目的別にみると，福祉（保育士等の福祉部局の職員など），教育（幼稚園教員など教育委員会

部局の職員），総務（総務部局の職員など）のコストが大きくなっています。 

② 物にかかるコスト（306.9億円，住民一人当たり9万280円） ※Ⅳ 資料編26頁・27頁参照 

 物にかかるコストは，物件費，維持補修費，減価償却費であり，物やサービスなどを購入・使用す

ることにより生じるコストです。消耗品費，光熱水費，委託料などの物件費や維持補修費については，

決算統計における決算額と同じですが，減価償却費は，企業会計的手法（発生主義）を導入すること

により初めて明らかになるコストであり，道路・公園・学校・保育所などの有形固定資産を１年間使

用したことによって資産の価値が減耗したものをコストとして認識します。例えば，１億円で整備し

た道路を 10年間使用するとすれば，毎年１千万円ずつコストが発生すると考えます。高知市では，

減価償却費が１年間で201.5億円（住民一人当たり5万9,278円）となっており，大きい金額となっ

ています。過去に整備した公共資産を使用することにより発生するコストが非常に大きくなっている

ことが分かります。 

 行政目的別にみると，生活インフラ・国土保全（道路や市営住宅など），教育（学校・文化施設・

スポーツ施設など），環境衛生（清掃施設など）のコストが大きくなっています。 
③ 移転支出的なコスト（560.8億円，住民一人当たり16万4,955円） ※Ⅳ 資料編26頁・27頁参照 

 移転支出的なコストとは，現金や現物を給付することにより行っている行政サービスに関するコス

トです。市民に対して直接給付する各種福祉手当や生活保護費のほか，各種団体に対して支出する補

助金，国民健康保険事業や下水道事業などに対する繰出金などを含んでいます。これらは高知市の行

政サービスの中で重要な役割を担っており，コストの性質による４つの区分の中では最も金額が大き

く，48.6％を占めています。 

 行政目的別にみると，福祉（生活保護費や児童手当等の社会保障給付，国民健康保険事業・介護保

険事業会計に対する繰出金など），生活インフラ・国土保全（下水道事業会計に対する繰出金など）

のコストが大きくなっています。 

④ その他のコスト（53.3億円，住民一人当たり1万5,679円） ※Ⅳ 資料編26頁・27頁参照 

 その他のコストは，支払利息や回収不能見込計上額，未払金増減額です。支払利息は，主に地方債

の利子で，回収不能見込計上額とは，回収不能見込額や不納欠損処理額などこの１年間で新たに回収

が困難となった債権の金額です。回収不能見込計上額は，不納欠損額の増加により 2.1 億円と大きな
額となっていますが，債権の回収促進により，この金額を引き下げていくことが必要です。未払金増

減額については，該当がありません。 
⑤ 経常収益（54.8億円，住民一人当たり1万6,117円） ※Ⅳ 資料編26頁・27頁参照 

 経常収益は，①～④の経常行政コストに対する受益者負担，つまり行政サービスの受益者が直接負

担した金額を表しており，経常行政コスト 1,154.1億円（住民一人当たり 33万 9,472円）の 4.7％

を受益者負担で賄っていることが分かります。 

 行政目的別にみると，消防や議会に関するコストについてはほとんど受益者負担がないことが分か

ります。 

 この結果，経常行政コストから経常収益を差し引いた純経常行政コストは 1,099.3億円（住民一人

当たり 32万 3,355円）となり，これを市税や地方交付税，国や県からの補助金で賄っていることに

なります。 
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 (3) 純資産変動計算書 

（単位：億円） （単位：円）

【期首純資産残高】 【期首純資産残高】

純経常行政コスト 純経常行政コスト

財源調達 財源調達

　地方税 　地方税

　地方交付税 　地方交付税

　補助金等受入 　補助金等受入

　その他 　その他

臨時損益 臨時損益

　災害復旧費 　災害復旧費

　損失補償等引当金繰入等 　損失補償等引当金繰入等

資産評価替・無償受入 資産評価替・無償受入

その他 その他

【期末純資産残高】 【期末純資産残高】
（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

0.0 0

3,524.6 1,036,768

1,179.8 347,044

73.5 21,649

5.1 1,488

3,440.9 1,012,150

△1,099.3 △323,355

純資産変動計算書 純資産変動計算書（住民一人当たり）

区　　　　　分 金額 区　　　　　分 金額

477.8 140,536

289.9 85,268

338.6 99,591

△1.2 △343

6.2 1,832

△1.9 △559

 

① 純経常行政コストと一般財源，補助金等受入 

 純経常行政コストが 1,099.3億円（住民一人当たり 32万 3,355円）であるのに対して，市税・地

方交付税等の一般財源が 841.2億円（住民一人当たり 24万 7,453円），補助金等受入が 338.6億円

（住民一人当たり 9万 9,591円）となっており，80.5億円（住民一人当たり 2万 3,688円）の剰余

が生じています。これは，１年間の行政サービスに要した経常的なコストを，市税等の一般財源や

国・県からの補助金，受益者負担などで賄えたことを表しており，その分純資産が増えていることに

なります。 

② 臨時損益 

 臨時的な純資産の増減要因になるものとして，災害復旧費▲1.2億円（住民一人当たり▲343円），

普通会計の負債として計上していた土地開発公社や学校建設公社の長期借入金が先行取得資産の買取

りにより減少した損失補償等引当金 6.2億円（負債の減なので純資産としては増，住民一人当たり

1,832円）などを計上しています。 

③ 科目振替 ※Ⅳ 資料編28頁・29頁参照 

 科目振替は，公共資産整備に充当された財源とその他の財源間の移動を表したものですが，高知市

では，平成 20年度の１年間で，公共資産整備に 36.7億円（住民一人当たり 1万 799円），貸付金・

出資金等に 33.1億円（住民一人当たり 9,748円）の財源を投入（うち県補助金が 0.9億円，住民一

人当たり 277円）したほか，過去に公共資産等の整備を行った際に発行した地方債を償還するために

193.1億円（住民一人当たり5万 6,794円）の財源を投入（うち県補助金が 1.4億円，住民一人当た

り 398円）しています。これは，この１年間に資金を投入して，公共資産や貸付金・出資金といった

資産を整備・取得したり，地方債といった負債の軽減を図ったりしたことを示しています。一方，貸

付金・出資金等の回収により22.4億円（住民一人当たり6,593円），減価償却により201.5億円（住

民一人当たり5万9,278円）の財源振替が発生しており，結果として，科目振替によってその他一般

財源等は 26.8億円（住民一人当たり 7,880円）減少しました。これは，この１年間に公共資産の整

備や貸付金等に投入した財源よりも，この１年間に公共資産の利用や貸付金の回収等により回収した

財源の方が少ないことを表しており，その分将来世代が自由に使用できる財源が減ったと考えること

ができます。主な要因として，地方債償還金が多額であることが挙げられます。 

④ 資産評価替えに伴う財源振替 ※Ⅳ 資料編28頁・29頁参照 

 平成 20年度に売却可能資産の洗い出し及び評価を行ったことなどにより，▲1.9億円（住民一人
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当たり▲559円）となり，純資産が減少しました。 

 これらの結果，純資産全体では83.7億円（住民一人当たり2万4,618円）の増加となりました。 

 これを貸借対照表から見ると，次のようになります。表③に示すのは貸借対照表の増減です。 

【表③　貸借対照表増減】 （単位：億円）

H20 H19 増減 H20 H19 増減
1.公共資産 6,144.4 6,241.6 △97.21.固定負債 2,706.6 2,811.7 △105.1
　(1)有形固定資産 6,137.0 6,237.4 △100.4　(1)地方債 2,362.5 2,456.5 △94.0

　(2)売却可能資産 7.3 4.1 3.2　(2)退職手当引当金 208.7 213.5 △4.8

2.投資等 216.2 204.6 11.6　(3)その他 135.5 141.7 △6.2

　(1)投資及び出資金 65.9 55.9 10.02.流動負債 257.3 249.6 7.7
　(2)貸付金 27.4 26.9 0.5　(1)翌年度償還予定地方債 217.3 213.8 3.5

　(3)基金等 91.4 91.3 0.1　(2)その他 40.0 35.8 4.2

　(4)長期延滞債権 31.4 30.6 0.8

3.流動資産 128.1 56.0 72.1
　(1)資金 103.7 33.3 70.4

　(2)未収金 24.3 22.8 1.5 H20 H19 増減

純資産合計 3,524.6 3,440.9 83.7

※端数処理の関係で計が合わないことがあります。

※平成19年度数値は開始貸借対照表として，新公会計制度の考え方により再調整しています。

6,502.26,488.6 負債及び純資産合計資産合計 △13.66,502.26,488.6△13.6

純資産の部
金額

資産の部
金額

負債の部
金額

負債合計 2,963.9 3,061.3 △97.4

 

 純資産の増減を貸借対照表から見ると，資産の増減と負債の増減に分けて考えることができます。 

純資産が増加したということは，１年間の行政サービスに要したすべてのコストを，市税や国・県か

らの補助金，受益者負担等で賄えたことを表していますが，その場合の剰余金は，資金の蓄積（資金

や基金等の増加）か，あるいは将来負担の減（負債の減少）に使われます。高知市では，平成 20年

度の１年間で資産・負債とも減少していますが，負債の方が大きく減少しています。つまり，１年間

の収入で行政コストを賄い切れたことが，負債の減少に繋がったことが分かります。逆に言うと，多

額の負債を減少させるため（地方債の償還を行なうため）に経常的な支出を抑えているということで

す。資産の内訳を見ると，特に公共資産が大きく減少していますが，主に減価償却によるものが多く，

過去に整備した公共資産により行政サービスを提供している一方，それらを維持・更新・新規整備す

るための投資はあまり行われていないことになります。 

 

 (4) 資金収支計算書 

（単位：億円） （単位：円）

経常的収支 経常的収支

公共資産整備収支 公共資産整備収支

投資・財務的収支 投資・財務的収支

【当期収支】 【当期収支】

【期首資金残高】 【期首資金残高】

【期末資金残高】 【期末資金残高】

（基礎的財政収支） （基礎的財政収支）

　収入総額 　収入総額

　支出総額 　支出総額

　地方債発行額 　地方債発行額

　地方債償還額 　地方債償還額

　財政調整基金等増減 　財政調整基金等増減

基礎的財政収支 基礎的財政収支
（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

9.9 2,919

213.5 62,791

△239.5 △70,435

1,387.7 408,191

332.8 97,890

△33.5 △9,855

資金収支計算書 資金収支計算書（住民一人当たり）

区　　　　　分 金額 区　　　　　分 金額

59.8 17,600

5.8 1,715

65.7 19,316

△1,326.4 △390,150

△123.0 △36,170

265.2 78,000

 

① 経常的収支の部 ※Ⅳ 資料編30頁・31頁参照 

 経常的収支の部は，公共資産整備支出や投資・財務的支出及びそれらの特定財源以外のすべての収
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支を計上する区分であり，１年間の経常的な資金収支の状況を示しています。平成 20年度は，経常

的支出が913.5億円（住民一人当たり26万8,715円），経常的収入が1,246.3億円（住民一人当たり

36万 6,605円）となり，経常的収支は 332.8億円（住民一人当たり 9万 7,890円）の余剰となりま

した。この余剰分が公共資産整備収支や投資・財務的収支の補てん財源として使用できることになり

ます。経常的支出の主なものは，社会保障給付が358.0億円（住民一人当たり10万5,313円），人件

費が233.7億円（住民一人当たり6万8,743円）となっています。経常的収入は，地方税（市税）が

475.1億円（住民一人当たり 13万9,745円），地方交付税が 289.9億円（住民一人当たり 8万 5,268

円）・国県補助金等が 318.0億円（住民一人当たり 9万 3,532円）となっており，国からの地方交付

税や国県からの補助金等に大きく依存していることが分かります。 

② 公共資産整備収支の部 ※Ⅳ 資料編30頁・31頁参照 

 公共資産整備収支の部は，公共資産整備のための支出とその特定財源を計上する区分で，決算統計

での普通建設事業費（他団体補助含む）や，公営企業等への繰出金のうち普通建設事業費に対するも

の，また，収入にはそれぞれに対する国県補助金や地方債などの特定財源を計上しています。平成

20年度は，公共資産整備支出が 133.2億円（住民一人当たり 3万 9,171円），公共資産整備収入が

99.7億円（住民一人当たり 2万 9,316円）となり，公共資産整備収支は▲33.5億円（住民一人当た

り▲9,855円）となりました。この不足分は経常的収支の余剰一般財源等で賄われています。 

③ 投資・財務的収支の部 ※Ⅳ 資料編30頁・31頁参照 

 投資・財務的収支の部は，投資・出資金や貸付金，地方債償還等のための支出とその特定財源を計

上する区分です。平成20年度は，投資・財務的支出が281.2億円（住民一人当たり8万2,705円），

投資・財務的収入が41.7億円（住民一人当たり1万2,270円）となり，投資・財務的収支は▲239.5

億円（住民一人当たり7万435円）となりましたが，公共資産整備収支の部と同様に，不足分は経常

的収支の余剰一般財源で賄われていることになります。高知市では，普通会計の地方債償還額が投

資・財務的支出の多くを占め，214.2億円（住民一人当たり 6万 2,998円），次に多い他会計等への

公債費充当財源繰出支出も 37.5億円（住民一人当たり 1万 1,045円）と，普通会計の公債費だけで

なく，下水道事業などへの公債費財源としての繰出金が多いことが分かります。そのほか主なもので

は，貸付金や基金積立金で，それぞれ 15.4億円（住民一人当たり 4,537円），13.6億円（住民一人

当たり 3,989円）を計上しています。投資・財務的収入は，貸付金回収額が 18.3億円（住民一人当

たり5,377円），高知駅北口市有地売払収入などの公共資産等売却収入が12.4億円（住民一人当たり

3,633円）などとなっています。 

 この結果，平成20年度の歳計現金の増加額は59.8億円（住民一人当たり1万7,600円）となり，

平成20年度末の歳計現金残高は65.7億円（住民一人当たり1万9,316円）となりましたが，翌年度

に繰り越す事業費の財源として 63.2億円（住民一人当たり 1万 8,577円）必要となりますので，実

質的な余剰資金は2.5億円（住民一人当たり739円）しかないことになります。 
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3. 普通会計財務書類を用いた比較分析等 

 平成 20年度の普通会計財務書類について，他団体との比較等により分析を行いました。新しい地

方公会計制度に基づく普通会計の平成 20年度決算財務書類を公表している団体のうち，人口規模等

を考慮して，愛媛県松山市，静岡県富士市の平成 20年度普通会計財務書類との比較を行いました。

高知市及び比較対象団体の概要は表④のとおりです。 

【表④　比較対象都市】

都 市 名 高知市 愛媛県松山市 静岡県富士市 備　　考

区 分 中核市 中核市 特例市

人 口 ( 人 ) 339,963 513,496 261,519 H21.3.31現在

世 帯 数 ( 世 帯 ) 157,216 223,610 96,191 H21.3.31現在

面 積 ( ㎢ ) 309.22 429.03 245.02  

 

 (1) 社会資本形成の世代間負担比率 

 社会資本形成の世代間負担比率とは，公共資産整備の財源に対する世代間の負担バランスを表した

指標であり，次の計算式により算定したものです。 

 〔社会資本形成の過去及び現世代負担比率（％）〕＝純資産÷公共資産合計×100 

 〔社会資本形成の将来世代負担比率（％）〕＝地方債残高÷公共資産合計×100 

【表⑤　社会資本形成の世代間負担比率】 （単位：％）

都 市 名 高知市 愛媛県松山市 静岡県富士市

過 去 ・ 現 世 代 負 担 比 率 57.4 81.6 80.6

将 来 世 代 負 担 比 率 48.2 30.7 25.8

（単位：千円）

純 資 産 352,462,617 530,667,844 281,585,055

負 債 296,394,874 199,848,592 90,086,323

公 共 資 産 614,435,863 649,955,284 349,450,925

人 口 （ 人 ） 339,963 513,496 261,519

住 民 一 人 当 た り 公 共 資 産 1,807 1,266 1,336  

 純資産は過去及び現世代の負担により形成された財産の額を示しており，公共資産合計に対する純

資産の割合は，現存する社会資本（公共資産）のうち，どれだけがこれまでの世代の負担（既に納付

された税金等）で賄われたかを示すものです。公共資産は，それを使用することにより市民サービス

を生み出すものであり，過去・現世代負担比率が高ければ，これまでの世代が負担した税金等で形成

された資産から将来にわたってサービスが受けられるため，将来世代の負担が少ないことになります。

逆に，公共資産合計に対する地方債残高の割合が高ければ高いほど，現在使用する資産を将来納付さ

れる税金等（将来世代の負担）により形成していることになるため，将来世代の負担が大きいことに

なります。なお，地方債のうち赤字地方債や，純資産のうち基金や貸付金の財源となったものなどは，

社会資本整備に直接関連しておらず，厳密に社会資本整備の世代間負担比率を算定するためには，こ

れらを除く必要があります。こうしたことから，過去・現世代負担比率と将来世代負担比率を合わせ

ても100％にはならないことに注意が必要です。 

 この表から，高知市では公共資産整備をするために，将来世代の負担となる負債（地方債）に頼っ

てきたことが分かります。また，住民一人当たり公共資産を比較すると高知市が最も多く，行政サー

ビスを提供する資産は他都市並以上に整備されていると言えます。 
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 (2) 歳入額対資産比率 

 歳入額対資産比率とは，貸借対照表の資産合計が１年間の歳入の何年分に相当するかを表した指標

であり，次の計算式により算定したものです。 

 〔歳入額対資産比率（％）〕＝資産合計÷歳入総額 

【表⑥　歳入額対資産比率】 （単位：％）

都 市 名 高知市 愛媛県松山市 静岡県富士市

歳 入 額 対 資 産 比 率 4.7 4.6 4.5

（単位：千円）

資 産 648,857,491 730,516,436 371,671,378

歳 入 総 額 138,769,958 159,931,254 81,910,955

人 口 （ 人 ） 339,963 513,496 261,519

住 民 一 人 当 た り 資 産 1,909 1,423 1,421  

 歳入額対資産比率は，社会資本整備の度合いを示しており，この比率が高いほどストックとしての

社会資本整備が進んでいると考えられます。ただし，歳入規模に比して過度の社会資本整備を行って

いる場合は今後の社会資本の維持負担が大きくなり，将来の財政運営を圧迫するおそれもありますの

で，必ずしも高ければ良いとは言えないことに留意する必要があります。 

※ 歳入総額は資金収支計算書の収入合計としているため，各都市の決算額とは一致しない可能性が

あります。他の２都市と比較すると高知市はやや高い水準にあり，社会資本整備のストックは十分に

あることが分かります。しかし，今後の社会資本の維持更新には，比例して高い経費がかかることに

も留意が必要です。 

 

 (3) 有形固定資産の行政目的別割合 

 貸借対照表に計上された有形固定資産の行政目的別の割合を見ることにより，どの行政分野に社会

資本整備の重点を置いてきたかを把握することができます。この比率を他団体と比較することによっ

て，資産形成の特徴を把握することができます。 

【表⑦　有形固定資産の行政目的別割合】 （単位：％）

高知市 愛媛県松山市 静岡県富士市

① 生 活 イ ン フ ラ ・ 国 土 保 全 63.7 57.3 55.6

② 教 育 20.7 21.9 24.8

③ 福 祉 2.5 1.7 2.8

④ 環 境 衛 生 6.8 4.4 3.5

⑤ 産 業 振 興 3.5 8.8 2.9

⑥ 消 防 1.0 1.4 2.3

区 分

 

 他の２都市と比較すると，高知市では生活インフラ・国土保全の割合が高いことが分かります。理

由としては，高知市がこれまで豪雨浸水対策や都市計画，道路整備等に力を入れてきたことなどが考

えられます。 
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 (4) 資産老朽化比率 

 資産老朽化比率とは，有形固定資産のうち，償却資産（建物や工作物など）の取得価額に対する減

価償却累計額の割合を算定することにより，耐用年数に対して償却資産の取得からどの程度の期間経

過しているかを表した指標です。計算式は次のとおりです。 

 〔資産老朽化比率（％）〕＝減価償却累計額÷（有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額） 

【表⑧　資産老朽化比率】 （単位：％）

都 市 名 高知市 愛媛県松山市 静岡県富士市

資 産 老 朽 化 比 率 40.2 43.9 42.0

（単位：千円）

有 形 固 定 資 産 613,704,235 643,544,729 345,288,828

う ち 土 地 192,133,776 225,403,768 104,911,852

減 価 償 却 累 計 283,380,281 327,471,551 174,003,604  

 資産老朽化比率が高い場合は，償却資産が全体として老朽化しつつあり，近い将来に維持更新のた

めの投資が必要となる可能性が高くなります。高知市は，他の２都市と比較してもやや低い数値とな

っていることが分かりましたが，これは，近年集中的に投資事業を行ったことによるもので，今後し

ばらくは資産老朽化比率が上昇することが見込まれます。急激に維持更新経費が上がらないように，

施設毎に維持更新計画を立てて取り組む必要があります。また，老朽化した資産の除却や，底地の売

却も視野に入れて資産管理を総合的に行う必要があります。 

 

 (5) 受益者負担比率 

 受益者負担比率とは，経常行政コストに対して直接の住民負担である経常収益がどの程度の割合か

を表した指標であり，次の計算式により算定されます。 

 〔受益者負担比率（％）〕＝経常収益÷経常行政コスト 

 受益者負担比率は，行政サービスに要したコストに対して受益者が負担する使用料・手数料や分担

金・負担金などの割合であり，受益者が負担しない部分については，市税や地方交付税，補助金等に

より賄うことになります。したがって，受益者負担比率が他の団体に比べて特に高い（あるいは低

い）場合には，施設の維持管理体制等コストそのものや，使用料・手数料，分担金・負担金などの水

準を見直すことも必要です。 

【表⑨　受益者負担比率】 （単位：％）

都 市 名 高知市 愛媛県松山市 静岡県富士市

受 益 者 負 担 比 率 4.7 3.4 4.9

（単位：千円）

経 常 行 政 コ ス ト 115,407,955 133,082,439 68,711,293

経 常 収 益 5,479,054 4,476,867 3,369,060  

 比較した３団体では，松山市の受益者負担比率が低いことが分かります。 
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 (6) 行政コスト対公共資産比率 

 適正な受益者負担比率は，例えば公共施設での行政サービスでは，適正なコストで実施して初めて

検討し得るものであるため，施設にかかる行政コストの適正さを公共資産に対する割合を用いて検証

してみます。この比率は，１年間に行政サービスに要したコスト（公共施設に直接関係しない移転支

出的なコスト等は除く）が公共資産総額（行政サービスを提供しない売却可能資産は除く）に対して

どれぐらいの割合であったかを表した指標であり，次の計算式により算定したものです。 

 〔行政コスト対公共資産比率（％）〕＝経常行政コスト※1÷公共資産 

【表⑩　行政コスト対公共資産比率】 （単位：％）

高知市 愛媛県松山市 静岡県富士市

① 生活インフラ・国土保全 4.0 3.1 3.8

② 教 育 7.9 9.0 9.8

③ 福 祉 43.9 67.4 57.3

④ 環 境 衛 生 18.6 37.5 42.8

⑤ 産 業 振 興 12.7 8.7 15.5

⑥ 消 防 68.8 56.3 43.3

⑦ 総 務 そ の 他 60.5 49.0 36.0

8.8 10.3 12.0

※1　行政コストについて，公共資産と直接関係のない移転支出的なコスト等を除いています。

※2　公共資産について，行政サービスを提供していない売却可能資産は除いています。

区 分

行政コスト対公共資産比率

 

 行政コスト対公共資産比率は，どれだけの社会資本でどれだけの行政サービスを実施しているかを

示しています。行政コスト対公共資産比率が低い場合は，社会資本整備が進んでいるとも言えますが，

行政サービスの水準に比して社会資本が過剰である可能性もあります。逆に，行政コスト対公共資産

比率が高い場合は，少ない社会資本で効率的に行政サービスを行っているとも言えますが，社会資本

整備が不足している可能性もあります。このため，単に比率の高低だけではなく，その中身を吟味す

る必要があります。 

 

 (7) 行政コスト対税収等比率 

 行政コスト対税収等比率は，純経常行政コストに対する一般財源及び補助金の割合を表した指標で

あり，次の計算式により算定したものです。 

 〔行政コスト対税収等比率（％）〕＝純経常行政コスト÷（一般財源＋補助金等受入） 

【表⑪　行政コスト対税収等比率】 （単位：％）

区 分 高知市 愛媛県松山市 静岡県富士市

行 政 コ ス ト 対 税 収 等 比 率 93.2 91.3 96.5

（単位：千円）

純 経 常 行 政 コ ス ト 109,928,901 128,605,572 65,342,233

一 般 財 源 ＋ 補 助 金 等 受 入 117,981,999 140,890,751 67,683,726  

 行政コスト対税収等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のうち，どれだけが当年度の負担で賄われたかが分かります。 

臨時損益や資産評価差額などの臨時的な要因を除くと，純資産の増減は，純経常行政コストと一般財

源及び補助金受入とのバランスで決定するため，行政コスト対税収等比率が 100％を下回っている場

合は，純資産が増加していることを意味し，翌年度以降へ引き継ぐ資産が蓄積されたか，あるいは翌

年度以降へ引き継ぐ負担が軽減されたこと（又はその両方）を表します。逆に，行政コスト対税収等
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比率が 100％を上回っている場合は，純資産が減少していることを意味し，過去から蓄積した資産が

取り崩されたか，あるいは翌年度以降へ引き継ぐ負担が増加したこと（又はその両方）を表します。

高知市の行政コスト対税収等比率は 100％を下回っており，純資産が増加していることが分かります。 

 

 (8) 住民一人当たり数値比較 

 財務書類の数値を住民一人当たりで算出することにより，より身近な数値として，また，人口規模

に差があっても他団体との比較を行うことが可能となります。 

【表⑫　住民一人当たり数値比較】 （単位：千円，％）

高知市
愛媛県
松山市

静岡県
富士市

公 共 資 産 1,807 1,266 1,336

その他特定目 的基金等 27 39 24 ※減債基金は含まない

流動資産 財 政 調 整 基 金 5 30 19

1,909 1,423 1,421

759 338 259

872 389 344

人 に か か る コ ス ト 69 53 70

うち人件費 54 45 52 ※退職手当引当金，賞与引当金除く

物 に か か る コ ス ト 90 76 88

うち減価償却費 59 36 39

移 転 支 出 的 な コ ス ト 165 122 97

うち社会保障給付 105 69 32

そ の 他 の コ ス ト 16 8 7

558 409 385

16 9 13

人口（人） 339,963 513,496 261,519 平成21年３月31日現在

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

経常行政
コ ス ト

合 計

経 常 収 益

区 分

貸
借
対
照
表

固定資産

資 産 合 計

地 方 債

負 債 合 計

 

 高知市の資産や負債の住民一人当たりの水準としては他都市と比べていずれも比較的高い水準にあ

ることが分かります。また，住民一人当たりの行政コストも高くなっています。行政コストが高いの

は，地理的なコスト差もありますが，生活保護費などの社会保障給付が主な要因です。また，他都市

と比べ，資産も多いが負債も多く，その負債のほとんどは将来世代の負担となる地方債です。社会資

本や行政サービスの水準が適正かどうか十分に検討する必要があります。 
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Ⅲ 連結財務書類 
1. 連結財務書類について 

 地方公共団体は，一般会計など普通会計に属する事業のほかに，上下水道事業，国民健康保険事業，

介護保険事業など，住民に密着した様々な事業を行っています。また，地方公共団体が経費を負担す

る一部事務組合や広域連合，地方公共団体が出資した外郭団体など，地方公共団体が関与し，又は密

接な関連の下に事業を行っている団体もあります。 

 住民にとっては，地方公共団体が行い，又は関与して行っている事業に変わりのないことから，説

明責任の観点からは，地方公共団体によって行われているすべての活動について，住民にできるだけ

わかりやすく伝え，説明を尽くしていくことが重要です。 

 そのため，対象とする会計の範囲を普通会計以外の会計にも広げ，さらに高知市が経費を負担する

一部事務組合や広域連合，高知市が出資した外郭団体など，高知市が関与し，又は密接な関連を有す

る団体の会計も含めて，その資産及び負債，行政コスト，資金収支等の状況を明らかにするために連

結財務書類を作成しました。 

 これにより，高知市と連携・協力してサービスを提供している会計・法人・団体にはどのようなも

のがあるのかを一覧することができるとともに，連結対象会計・法人等の財政状況やコストの発生状

況，資金収支の状況を把握し，個々の会計や法人が連結全体で見た場合にどのような影響を与えてい

るのかといった情報を得ることができます。 

 

2. 連結財務書類の作成基準 

 (1) 作成モデル 

 普通会計と同様に「総務省方式改訂モデル」により作成しました。 

 

 (2) 連結対象会計・法人等の範囲 

① 連結対象会計 

 【普通会計】      一般会計，へき地診療所事業特別会計，住宅新築資金等貸付事業特別 

             会計，母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計，下水道事業特別会計のう 

             ち団地下水道分 

 【公営企業会計】    水道事業会計，下水道事業特別会計（団地下水道分除く），中央卸売 

             市場事業特別会計，駐車場事業特別会計，国民宿舎運営事業特別会計， 

             産業立地推進事業特別会計，農業集落排水事業特別会計 

 【その他公営事業会計】 収益事業特別会計，国民健康保険事業特別会計，老人医療事業特別会 

             計，介護保険事業特別会計，後期高齢者医療事業特別会計 

② 連結対象法人等 

 法人等を連結対象とする考え方は，高知市が属する一部事務組合・広域連合，高知市が出資する法

人で出資割合が25％以上又は理事等の構成割合が高く支配的である以下の法人等としています。 

 【一部事務組合・広域連合】 高知県競馬組合，高知県・高知市病院企業団，高知県広域食肉セ 

               ンター事務組合，高知中央広域市町村圏事務組合，高知県人づく 

               り広域連合，仁淀川下流衛生事務組合，高知中央西部焼却処理事 

               務組合，高知県後期高齢者医療広域連合 

 【独立行政法人】      該当なし 

 【地方三公社】       高知市土地開発公社 
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 【第三セクター等】     財）桂浜公園観光開発公社，財）高知市文化振興事業団，財）高 

               知市環境事業公社，財）高知市学校建設公社，財）高知市学校給 

               食会，財）高知市都市整備公社，財）高知県食鳥検査センター， 

               財）こうち男女共同参画社会づくり財団，財）高知市スポーツ振 

               興事業団，財）夢産地とさやま開発公社，株）夢ファーム土佐山 

 

 (3) 作成基準日 

 普通会計と同じく平成 20年度末日（平成 21年 3月 31日）を作成基準日としています。なお，連

結対象法人等には，出納整理期間（平成 21年 4月 1日～平成 21年 5月 31日）を持つ会計・団体

（普通会計等）と持たない会計・団体・法人（公営企業会計，地方公社，第三セクター等）が混在し

ていますが，出納整理期間中に平成20年度に帰属する資金の授受がある場合には，平成20年度末に

現金の受払い等が終了したものとして処理しています。 

 

 (4) 作成基礎データ 

 水道事業会計，高知県・高知市病院企業団，土地開発公社及び第三セクター等については，各会計，

法人等が作成している平成 20年度の法定決算書類を用いています。また，これら以外の会計につい

ては，昭和44年度以降の決算統計の数値を用いています。 

 なお，水道事業会計，高知県・高知市病院企業団，土地開発公社及び第三セクター等については，

連結財務書類を作成するに当たり，法定決算書類から公会計制度に基づく調整を行っており，連結財

務書類内訳表の各会計・法人等欄の数値は，修正を行った後の金額としています。 

 

 (5) 相殺消去 

 連結財務書類は，連結対象の範囲に含まれる会計・法人等を一つの行政サービス実施主体とみなし

ているため，本来は連結対象となる会計・法人等の間で行われている資金の出資（受入），貸付（借

入），返済（回収），売上（支払），繰出（繰入）等の内部取引を相殺消去しています。 

 

3. 連結財務書類の調製結果について 

 (1) 連結貸借対照表 ※Ⅳ 資料編32頁・33頁，40頁・41頁参照 

上段(　)書きは普通会計数値 （単位：億円） 上段(　)書きは普通会計数値 （単位：円）

借　　　方 貸　　　方 借　　　方 貸　　　方

【資産の部】 【負債の部】 【資産の部】 【負債の部】

公共資産 固定負債 公共資産 固定負債

　有形固定資産 　地方債 　有形固定資産 　地方債

　売却可能資産 　その他 　売却可能資産 　その他

投資等 流動負債 投資等 流動負債

　投資及び出資金 　翌年度償還地方債 　投資及び出資金 　翌年度償還地方債

　基金等 　その他 　基金等 　その他

　その他 負債合計 　その他 負債合計

流動資産 流動資産

　うち資金 【純資産の部】 　資金 【純資産の部】

　うち未収金 純資産合計 　うち未収金 純資産合計

　うち販売用不動産 　うち販売用不動産

資産合計 負債・純資産合計 資産合計 負債・純資産合計

（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

(6,488.6)

(2,963.9)

(3,524.6)

(6,488.6)

(871,845)

(1,036,768)

(1,908,612)(1,908,612)

37.5 11,023.0

5.1 4,346.0 1,514.0

208.3 4,369.2 61,267 1,285,188

160.1 47,104

1,278,368

全会計貸借対照表 全会計貸借対照表（住民一人当たり）

8,270.4 3,935.9 2,432,729 1,157,751

8,218.5 3,569.5 2,417,462 1,049,958

7.3 366.4 2,152 107,793

117.2 148.6 34,488 43,705

63.5 18,662

236.5 433.2 69,560 127,427

55.8 284.6 16,410 83,722

8,715.1 8,715.1 2,563,556 2,563,556
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 まず高知市全会計での数値は，普通会計数値と比較しますと，資産で 2,226.6億円，負債で

1,405.2億円，正味資産に相当する純資産で 821.4億円の増加となっています。住民一人当たりで見

ると，資産で 65万4,944円，負債で 41万 3,343円，純資産で 24万1,600円の増加となっています。 

 上下水道事業や市場事業など起債残高の多い事業や，国民宿舎運営事業，競輪事業の赤字のある会

計が含まれることにより，負債の割合が高まり，その結果，社会資本形成の過去及び現世代負担比率

では，普通会計では57.4であったものが52.5と，4.9ポイント低下しています。 

 正味資産比率に相当する過去・現世代負担比率でも，普通会計では 54.3であったものが 49.9と

4.4ポイント低下しています。 

 会計別に見てみると，平成 20年度決算で赤字のある国民宿舎運営事業，競輪事業で純資産がマイ

ナスとなり，欠損が生じていますが，同じく赤字のある駐車場事業は有形固定資産残高が大きいため

に純資産はプラスとなっています。 

（単位：億円） （単位：円）

借　　　方 貸　　　方 借　　　方 貸　　　方

【資産の部】 【負債の部】 【資産の部】 【負債の部】

公共資産 固定負債 公共資産 固定負債

　うち有形固定資産 　地方債・長期借入金 　うち有形固定資産 　地方債・長期借入金

　うち売却可能資産 　その他 　うち売却可能資産 　その他

投資等 流動負債 投資等 流動負債

　投資及び出資金 　翌年度償還地方債等 　投資及び出資金 　翌年度償還地方債等

　基金等 　その他 　基金等 　その他

　その他 負債合計 　その他 負債合計

流動資産 流動資産

　うち資金 【純資産の部】 　うち資金 【純資産の部】

　うち未収金 純資産合計 　うち未収金 純資産合計

　うち販売用不動産 　うち販売用不動産

資産合計 負債・純資産合計 資産合計 負債・純資産合計

（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

1,309,703

連結貸借対照表 連結貸借対照表（住民一人当たり）

8,573.0 4,103.2 2,521,743 1,206,941

8,519.5 3,788.9 2,506,022 1,114,514

7.3 314.3 2,152 92,427

135.3 167.0 39,794 49,102

58.7 17,269

207.2 471.3 60,948 138,626

13.2 304.3 3,885 89,524

41.2 12,112

5.1 4,452.5 1,514

240.8 4,574.4 70,839 1,345,568

180.5 53,106

9,026.9 9,026.9 2,655,270 2,655,270

 

 次に連結での数値ですが，普通会計数値と比較しますと，資産で2,538.4億円，負債で1,610.5億

円，正味資産に相当する純資産で 927.9億円の増加となっています。全会計数値との比較では，資産

で311.8億円，負債で205.3億円，純資産では106.5億円の増加となっています。 

 住民一人当たりで見ると，普通会計との比較では，資産で74万6,658円，負債で47万3,723円，

純資産で27万 2,935円の増加，全会計数値とは，資産で9万1,714円，負債で6万 380円の増，純

資産で3万1,335円の減となっています。 

 全会計での負債の増に加えて，病院企業団などの借入金が計上されることにより，負債の割合が高

まり，その結果，社会資本形成の過去及び現世代負担比率では，普通会計では 57.4であったものが

51.9と5.5ポイント低下し，全会計での54.9からも3.0ポイント低い数値となっています。 

 正味資産比率に相当する過去・現世代負担比率でも，普通会計では 54.3であったものが 49.3と

5.0ポイント低下し，全会計での49.9からも0.6ポイント低い数値となっています。 

 法人等別では，病院企業団及び競馬組合，環境事業公社，桂浜公園観光開発公社で純資産がマイナ

スとなり，欠損が生じています。 

 法人等のうち，固定負債の多いものとしては，病院企業団の 166.1億円，土地開発公社の 67.9億

円，学校建設公社の 65.2億円の順となっていますが，土地開発公社及び学校建設公社については，

一般会計が損失補償等を行うことにより普通会計上，引当金を計上していますので，連結して負債が

増加しているわけではありません。また，土地開発公社及び学校建設公社は，いずれも資産が負債を

上回るため，欠損は生じていません。 
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 (2) 連結行政コスト計算書 ※Ⅳ 資料編34頁・35頁，42頁・43頁参照 

上段(　)書きは普通会計数値 （単位：億円） 上段(　)書きは普通会計数値 （単位：円）

人にかかるコスト 人にかかるコスト

　うち人件費 　うち人件費

　退職手当引当金繰入，賞与引当金繰入等 　退職手当引当金繰入，賞与引当金繰入等

物にかかるコスト 物にかかるコスト

　うち物件費 　うち物件費

　うち減価償却費 　うち減価償却費

移転支出的なコスト 移転支出的なコスト

　うち他団体等への支出 　うち他団体等への支出

　うち社会保障給付 　うち社会保障給付

その他のコスト その他のコスト

　うち公債費（利払い） 　うち公債費（利払い）

【経常行政コスト】 【経常行政コスト】

【経常収益】　分担金・負担金・事業収益等 【経常収益】　分担金・負担金・事業収益等

【純経常行政コスト】経常費用－経常収益 【純経常行政コスト】経常費用－経常収益

（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

(1,099.3)

(54.8)

(323,355)

(16,117)

(339,472)(1,154.1)

2,043.3 601,024

677.8 199,361

全会計行政コスト計算書 全会計行政コスト計算書（住民一人当たり）

区　　　　　分 金額 区　　　　　分 金額

58.3 17,136

287.0 84,429

213.1 62,677

453.3 133,342

73.9 21,752

1,198.4 352,511

158.8 46,700

278.8 81,999

83.3 24,498

827.8 243,512

104.5 30,742

401,6641,365.5

 

 まず高知市全会計での数値は，普通会計数値と比較しますと，経常行政コストで 889.2億円，経常

収益で623.0億円の増加となり，普通会計の純経常行政コストは1,099.3億円でしたが，全会計純経

常行政コストは266.2億円増の1,365.5億円となっています。住民一人当たりで見ると，経常行政コ

ストで 26万 1,552円，経常収益でも 18万 3,244円の増加となり，全会計での純経常行政コストは

40万1,664円となっています。 

 各会計別に見ると，駐車場事業，産業立地推進事業，収益事業，後期高齢者医療事業は黒字で，水

道事業，下水道事業，市場事業，国民宿舎運営事業，農業集落排水事業，国民健康保険事業，老人医

療事業，介護保険事業は赤字となっており，官庁会計での収支決算とは異なっています。これは，水

道局などで退職手当引当金を新公会計制度に基づき追加計上したことや，単年度でのコストであるた

め，累積赤字が考慮されないことなどによるものです。 

（単位：億円） （単位：円）

人にかかるコスト 人にかかるコスト

　うち人件費 　うち人件費

　退職手当引当金繰入，賞与引当金繰入等 　退職手当引当金繰入，賞与引当金繰入等

物にかかるコスト 物にかかるコスト

　うち物件費 　うち物件費

　うち減価償却費 　うち減価償却費

移転支出的なコスト 移転支出的なコスト

　うち社会保障給付 　うち社会保障給付

　うち補助金等 　うち補助金等

その他のコスト その他のコスト

　うち公債費（利払い） 　うち公債費（利払い）

【経常費用】 【経常費用】

【経常収益】　分担金・負担金・事業収益等 【経常収益】　分担金・負担金・事業収益等

【純経常行政コスト】経常費用－経常収益 【純経常行政コスト】経常費用－経常収益
（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

457,6001,555.7

89.4 26,310

258.2 75,955

146.3 43,039

連結行政コスト計算書 連結行政コスト計算書（住民一人当たり）

区　　　　　分 金額 区　　　　　分 金額

1,208.5 355,479

356.4 104,848

254.9 74,979

513.9 151,151

101.5 29,869

1,480.2 435,414

207.8 61,110

289.5 85,164

2,496.9 734,452

941.2 276,852

 

 次に連結での数値ですが，普通会計数値と比較しますと，経常行政コストで 1,357.2億円，経常収

益で900.8億円の増加，純経常行政コストは456.4億円増の1,555.7億円となっています。また，全
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会計数値との比較では，経常コストで 468.0億円，経常収益で 277.8億円の増加，純経常コストは

190.2億円増となっています。住民一人当たりで見ると，普通会計との比較では，経常コストで 39

万9,215円，経常収益で26万4,970円，純経常コストで13万4,245円の増加，全会計数値とは，経

常コストで 13万 7,663円，経常収益で8万 1,726円の増，純経常コストで5万 5,936円の増となっ

ています。 

 

 (3) 連結純資産変動計算書 ※Ⅳ 資料編36頁・37頁，44頁・45頁参照 

上段(　)書きは普通会計数値 （単位：億円） 上段(　)書きは普通会計数値 （単位：円）

【期首純資産残高】 【期首純資産残高】

純経常行政コスト 純経常行政コスト

財源調達 財源調達

　地方税 　地方税

　地方交付税 　地方交付税

　補助金等受入 　補助金等受入

　その他 　その他

臨時損益 臨時損益

　災害復旧費 　災害復旧費

　損失補償等引当金繰入等 　損失補償等引当金繰入等

資産評価替・無償受入 資産評価替・無償受入

その他 その他

【期末純資産残高】 【期末純資産残高】

当年度純資産増減 当年度純資産増減
（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

18,31162.2

(24,618)(83.7)

580.6 170,787

2.7 805

4,346.0 1,278,368

73.6 21,649

5.1 1,488

△1.2 △343

全会計純資産変動計算書 全会計純資産変動計算書（住民一人当たり）

△1,365.5 △401,664

金額 区　　　　　分 金額

4,283.7 1,260,057

6.2 1,832

△1.9 △559

区　　　　　分

477.8 140,536

289.9 85,268

1,421.9 418,240

 

 普通会計数値では，83.7億円純資産が増加していましたが，高知市全会計では，62.2億円の増加

となっています。赤字の公営企業会計やその他公営事業会計で純資産が減少したためです。住民一人

当たりで見ると，普通会計の2万4,618円の純資産増加に対し，全会計は1万8,311円の増加となっ

ています。 

（単位：億円） （単位：円）

【期首純資産残高】 【期首純資産残高】

純経常行政コスト 純経常行政コスト

財源調達 財源調達

　地方税 　地方税

　地方交付税 　地方交付税

　補助金等受入 　補助金等受入

　その他 　その他

臨時損益 臨時損益

　災害復旧費 　災害復旧費

　投資損失等 　投資損失等

資産評価替・無償受入 資産評価替・無償受入

その他 その他

【期末純資産残高】 【期末純資産残高】
（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

当年度純資産増減 当年度純資産増減

477.8 140,536

289.9 85,268

区　　　　　分

73.9 21,737

△1,555.7 △457,600

1,595.3 469,243

金額 区　　　　　分 金額

4,413.4 1,298,187

753.7 221,702

△1.3 △375

△1.2 △343

△0.1 △32

39.1 11,516

△1.9 △559

2.7 805

4,452.5 1,309,703

 

 次に連結での数値ですが，純資産は 39.1億円しか増加しておらず，連結対象法人等において純資

産が減少したことを示していますが，これは病院企業団などで退職手当引当金を公会計制度に基づき

追加計上したことなどが要因です。 
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 (4) 連結資金収支計算書 ※Ⅳ 資料編38頁・39頁，46頁・47頁参照 

上段(　)書きは普通会計数値 （単位：億円） 上段(　)書きは普通会計数値 （単位：円）

経常的収支 経常的収支

公共資産整備収支 公共資産整備収支

投資・財務的収支 投資・財務的収支

【当期収支】 【当期収支】

【期首資金残高】 【期首資金残高】

【期末資金残高】 【期末資金残高】

（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

(59.8) (17,600)

119.7 35,212

177.2 52,130

△57.5 △16,918

(19,316)

(1,715)

(65.7)

(5.8)

△294.8 △86,706

405.3 119,233

全会計資金収支計算書 全会計資金収支計算書（住民一人当たり）

△27.8 △8,192

区　　　　　分 金額 区　　　　　分 金額

 

 高知市全会計の資金は 177.2億円増加（うち普通会計は 59.8億円の増加）しましたが，そのうち

94.5億円は翌年度からの繰上充用金であり，貸借対照表で負債に計上されているものです。単純に

翌年度からの借金であるため，それを除いた82.7億円が平成20年度増加した資金となります。この

うち普通会計分を除く22.9億円は，水道局の資金増13.1億円や老人医療事業の資金増5.9億円など

ですが，老人医療事業の資金増のうち 3.2億円は前年度の赤字補てんで，2.7億円については翌年度

返還義務があります。住民一人当たりで見ると，普通会計の1万7,600円の資金増加に対し，全会計

では5万2,130円の増加（翌年度からの借金は2万7,794円）となっています。 

（単位：億円） （単位：円）

経常的収支 経常的収支

公共資産整備収支 公共資産整備収支

投資・財務的収支 投資・財務的収支

【当期収支】 【当期収支】

【期首資金残高】 【期首資金残高】

【期末資金残高】 【期末資金残高】
（注）端数処理により合計額が合わない場合があります。

連結資金収支計算書 連結資金収支計算書（住民一人当たり）

区　　　　　分 金額 区　　　　　分 金額

415.9 122,347

△30.1 △8,858

△294.6 △86,642

139.5 41,031

185.8 54,642

△46.3 △13,611

 

 次に連結での資金増減ですが，平成 20年度資金は 185.8億円の増加です。高知市全会計を除くと，

8.5億円の増加で，主に後期高齢者医療広域連合の資金の増加 8.8億円によるものです。市町村から

の療養給付費負担金の精算額を含んでいるため，単純に黒字とは言えないものです。住民一人当たり

で見ると，5万 4,642円の資金増加（翌年度からの借金は同じく 2万 7,794円）で，高知市全会計を

除くと2,512円の増加となっています。 
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