
 

 

～統一的な基準に基づく～  

令和元年度磐梯町財務書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課 財政管財係 

令和 3年 3月 

  



1 

 

１ はじめに  

現在の地方公共団体の会計は、単年度における現金の収支を管理する「現金主義会計」が採用されており、

決算書もこれに基づいて作成されています。 

 この現金主義会計では、これまでに整備した社会資本（資産）の状況や今後返済すべき地方債等（負債）

の残高など、ストック情報がわかりにくいという側面があったことから、全国の地方公共団体では、総務省

からの指針に基づき、「総務省方式改訂モデル」や「基準モデル」、又は「東京都方式」などといった複数

の方法により財務書類を作成してきました。 

 しかし、複数の作成方法が存在するため、団体間の比較が難しいことのほか、本格的な複式簿記の導入が

進まない、固定資産台帳の整備が十分でないといった課題がありました。  

 このような状況の中、平成２７年１月に総務省から「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が示さ

れ、平成２９年度までに全ての地方公共団体がこの基準により財務書類を作成するよう要請されました。  

 これを受けて磐梯町では、平成２８年度決算から統一的な基準による財務書類を作成し、公表します。 
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２ 財務書類の概要  

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、資金収支計算書の４つの表があり、概

要は次のとおりです。  

(1) 貸借対照表（BS：Balance Sheet）  

貸借対照表は、磐梯町が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その資産をどのよ

うな財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に対照表示した一覧表です。  

 

(2) 行政コスト計算書（PL：Profit and Loss statement）  

行政コスト計算書は、１年間（４月１日から翌年３月３１日まで）の行政活動のうち、福祉給付やごみの

収集といった資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費と、その行政サービスの対価として得られた

収入額の財源を対比させた計算書です。  
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(3) 純資産変動計算書（NW：Net Worth statement）  

純資産変動計算書は、貸借対照表内の「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

動したかを表している計算書です。  

 

(4) 資金収支計算書（CF：Cash Flow statement）  

資金収支計算書は、歳計現金（資金）の出入りの情報を、性質の異なる３つの区分に分けて表示した計算

書です。 
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３ 財務書類４表の関係  

財務書類の４つの表はそれぞれが連動しており、相互関係を示すと以下のとおりとなります。 

４ 対象となる会計範囲  

 統一的な基準による財務書類の対象範囲は以下のとおりです。

 

※ 会津若松土地開発公社、磐梯七ツ森開発株式会社及び磐梯町社会福祉協議会は対象としていません。 

公団分収造林特別会計

七ッ森地区下水道事業特別会計

簡易水道特別会計

農業集落排水特別会計

林業集落排水特別会計

公共下水道特別会計

個別生活排水特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

磐梯町上水道特別会計

一部事務組合・広域連合・第三セクター

磐梯町外一市二町一ヵ村組合

福島県総合事務組合
消防補償等特別会計
福島県総合事務組合
消防賞じゅつ金特別会計
福島県総合事務組合
非常勤職員公務災害補償特別会計

後期高齢者医療広域連合

会津若松地方広域市町村圏整備組合

磐梯清水平開発株式会社

株式会社会津嶺の里

一般会計

特別会計

公営企業会計

一
般
会
計
等

財
務
書
類

全
体
財
務
書
類

連
結
財
務
書
類
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５ 作成基準日  

作成基準日は、会計年度末（３月３１日）とし、当該年度の出納整理期間（４月１日～５月３１日）にお

ける収支は、作成基準日までに決済したものとして整理します。 

 

６ 財務書類からわかる財務指標  

連結会計の貸借対照表 BSから、一般会計等に加え各特別会計および第三セクター等の資産が加わり、

合計 244億円となっています。そのうち高い比率を占めるのは固定資産であり、特に事業用資産、インフ

ラ用資産だけで全体の約 91％を占めています。 

負債については合計 117億円のうち、地方債残高が約 82％を占めています。 

連結行政コスト計算書 PLから、令和元年度の減価償却費を含む純行政コストは 39億円となっており、

町民 1人あたり約 115万円となっています。（令和 2年 1月 1日時点町民人口 3,443人で算出） 

 

各会計区分ごとの住民一人あたりの指標は以下の通りです。 

 

 

 

各会計区分ごとの資産における固定資産割合及び負債における起債残額割合は以下の通りです。

 

一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結
資産 4,959 6,319 7,100 5,006 6,371 7,133 99.1% 99.2% 99.5%
負債 1,961 2,597 3,412 2,049 2,716 3,516 95.7% 95.6% 97.1%
純経常行政コスト 826 1,041 1,148 813 1,091 1,198 101.6% 95.4% 95.8%

磐梯町における住民一人当たりの指標（千円）
令和元年度 平成30年度 伸率

一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結
94.7% 91.8% 91.2% 93.6% 91.1% 90.6% 101.2% 100.7% 100.7%

一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結
86.3% 76.9% 81.7% 87.2% 77.8% 82.1% 99.0% 98.9% 99.5%

資産における固定資産の割合
令和元年度 平成30年度 伸率

負債における地方債残高の割合
令和元年度 平成30年度 伸率



一般会計等 【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 16,173,613   固定負債 5,929,296

    有形固定資産 15,688,587     地方債 5,827,416

      事業用資産 9,102,311     長期未払金 2,500

        土地 2,183,622     退職手当引当金 99,380

        立木竹 3,076     損失補償等引当金 -

        建物 11,528,085     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,158,259   流動負債 822,024

        工作物 323,802     １年内償還予定地方債 757,553

        工作物減価償却累計額 -192,958     未払金 1,317

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 41,971

        航空機 -     預り金 21,183

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,751,320

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 414,943   固定資産等形成分 16,864,084

      インフラ資産 6,320,610   余剰分（不足分） -6,542,766

        土地 52,299

        建物 65,491

        建物減価償却累計額 -24,752

        工作物 12,340,667

        工作物減価償却累計額 -6,705,500

        その他 75,218

        その他減価償却累計額 -75,218

        建設仮勘定 592,406

      物品 1,053,936

      物品減価償却累計額 -788,270

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 485,027

      投資及び出資金 46,869

        有価証券 37,680

        出資金 9,189

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 13,539

      長期貸付金 -

      基金 425,306

        減債基金 47,786

        その他 377,520

      その他 -

      徴収不能引当金 -688

  流動資産 899,025

    現金預金 148,558

    未収金 60,157

    短期貸付金 2,600

    基金 687,871

      財政調整基金 687,871

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -162 純資産合計 10,321,319

資産合計 17,072,638 負債及び純資産合計 17,072,638

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）
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一般会計等 【様式第2号】

（単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 2,961,667

    業務費用 2,101,635

      人件費 813,850

        職員給与費 558,339

        賞与等引当金繰入額 41,971

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 213,540

      物件費等 1,216,140

        物件費 521,103

        維持補修費 71,875

        減価償却費 623,162

        その他 -

      その他の業務費用 71,645

        支払利息 30,788

        徴収不能引当金繰入額 367

        その他 40,490

    移転費用 860,032

      補助金等 468,280

      社会保障給付 155,064

      他会計への繰出金 232,765

      その他 3,923

  経常収益 117,463

    使用料及び手数料 47,850

    その他 69,614

純経常行政コスト 2,844,203

  臨時損失 549

    災害復旧事業費 513

    資産除売却損 36

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 2,832,340

    その他 -

  臨時利益 12,412

    資産売却益 12,412
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一般会計等 【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 10,355,791 17,248,084 -6,892,293

  純行政コスト（△） -2,832,340 -2,832,340

  財源 2,797,868 2,797,868

    税収等 2,405,740 2,405,740

    国県等補助金 392,128 392,128

  本年度差額 -34,472 -34,472

  固定資産等の変動（内部変動） -383,999 383,999

    有形固定資産等の増加 429,779 -429,779

    有形固定資産等の減少 -730,219 730,219

    貸付金・基金等の増加 491,137 -491,137

    貸付金・基金等の減少 -574,697 574,697

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 -34,472 -383,999 349,527

本年度末純資産残高 10,321,319 16,864,084 -6,542,766

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日
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一般会計等 【様式第4号】

（単位：千円）

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,339,763

    業務費用支出 1,479,629

      人件費支出 815,373

      物件費等支出 592,978

      支払利息支出 30,788

      その他の支出 40,490

    移転費用支出 860,134

      補助金等支出 468,382

      社会保障給付支出 155,064

      他会計への繰出支出 232,765

      その他の支出 3,923

  業務収入 2,818,294

    税収等収入 2,404,595

    国県等補助金収入 297,052

    使用料及び手数料収入 47,255

    その他の収入 69,393

  臨時支出 513

    災害復旧事業費支出 513

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 478,018

【投資活動収支】

  投資活動支出 612,596

    公共施設等整備費支出 323,242

    基金積立金支出 286,754

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,600

    その他の支出 -

  投資活動収入 530,292

    国県等補助金収入 143,286

    基金取崩収入 371,510

    貸付金元金回収収入 2,600

    資産売却収入 12,896

    その他の収入 -

投資活動収支 -82,304

【財務活動収支】

  財務活動支出 696,774

    地方債償還支出 696,774

    その他の支出 -

  財務活動収入 307,137

    地方債発行収入 307,137

前年度末歳計外現金残高 19,621

本年度歳計外現金増減額 1,562

本年度末歳計外現金残高 21,183

本年度末現金預金残高 148,558

    その他の収入 -

財務活動収支 -389,637

本年度資金収支額 6,077

前年度末資金残高 121,298

本年度末資金残高 127,375
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全体会計 【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 19,970,550   固定負債 8,013,804

    有形固定資産 19,332,219     地方債等 6,876,173

      事業用資産 9,102,311     長期未払金 2,500

        土地 2,183,622     退職手当引当金 100,372

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 3,076     その他 1,034,759

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 928,859

        建物 11,528,085     １年内償還予定地方債等 850,889

        建物減価償却累計額 -5,158,259     未払金 3,853

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 323,802     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -192,958     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 43,136

        船舶 -     預り金 21,183

        船舶減価償却累計額 -     その他 9,797

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 8,942,663

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 20,661,021

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -7,846,780

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 414,943

      インフラ資産 9,918,375

        土地 146,319

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,556,826

        建物減価償却累計額 -700,555

        建物減損損失累計額 -

        工作物 23,552,575

        工作物減価償却累計額 -15,246,403

        工作物減損損失累計額 -

        その他 387,871

        その他減価償却累計額 -385,412

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 607,154

      物品 1,610,960

      物品減価償却累計額 -1,299,427

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 638,331

      投資及び出資金 46,869

        有価証券 37,680

        出資金 9,189

        その他 -

      長期延滞債権 22,918

      長期貸付金 -

      基金 569,327

        減債基金 47,786

        その他 521,540

      その他 12

      徴収不能引当金 -794

  流動資産 1,786,353

    現金預金 1,025,438

    未収金 69,452

    短期貸付金 2,600

    基金 687,871

      財政調整基金 687,871

      減債基金 -

    棚卸資産 1,174

    その他 -

    徴収不能引当金 -181

  繰延資産 - 純資産合計 12,814,241

資産合計 21,756,903 負債及び純資産合計 21,756,903

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）
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全体会計 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 12,412

    その他 -

純行政コスト 3,572,239

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 169

  臨時利益 12,412

  臨時損失 717

    災害復旧事業費 513

    資産除売却損 36

    使用料及び手数料 205,602

    その他 73,543

純経常行政コスト 3,583,934

      社会保障給付 155,064

      その他 2,401

  経常収益 279,145

        その他 46,337

    移転費用 1,463,900

      補助金等 1,306,435

      その他の業務費用 103,066

        支払利息 56,361

        徴収不能引当金繰入額 368

        維持補修費 81,270

        減価償却費 759,710

        その他 -

        その他 215,425

      物件費等 1,456,987

        物件費 616,006

        職員給与費 580,449

        賞与等引当金繰入額 43,136

        退職手当引当金繰入額 116

  経常費用 3,863,079

    業務費用 2,399,179

      人件費 839,126

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額
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全体会計 【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 12,797,724 21,166,771 -8,369,046 -

  純行政コスト（△） -3,572,239 -3,572,239 -

  財源 3,588,756 3,588,756 -

    税収等 2,741,414 2,741,414 -

    国県等補助金 847,342 847,342 -

  本年度差額 16,517 16,517 -

  固定資産等の変動（内部変動） -505,750 505,750

    有形固定資産等の増加 464,036 -464,036

    有形固定資産等の減少 -866,648 866,648

    貸付金・基金等の増加 503,292 -503,292

    貸付金・基金等の減少 -606,429 606,429

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 16,517 -505,750 522,266 -

本年度末純資産残高 12,814,241 20,661,021 -7,846,780 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日
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全体会計 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 19,621

本年度歳計外現金増減額 1,562

本年度末歳計外現金残高 21,183

本年度末現金預金残高 1,025,438

財務活動収支 -482,673

本年度資金収支額 46,029

前年度末資金残高 958,225

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,004,254

    地方債等償還支出 789,810

    その他の支出 -

  財務活動収入 307,137

    地方債等発行収入 307,137

    その他の収入 -

    資産売却収入 12,896

    その他の収入 -

投資活動収支 -94,141

【財務活動収支】

  財務活動支出 789,810

    その他の支出 -

  投資活動収入 552,783

    国県等補助金収入 145,777

    基金取崩収入 391,510

    貸付金元金回収収入 2,600

  投資活動支出 646,924

    公共施設等整備費支出 357,499

    基金積立金支出 286,826

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,600

    災害復旧事業費支出 513

    その他の支出 169

  臨時収入 -

業務活動収支 622,844

【投資活動収支】

    税収等収入 2,702,058

    国県等補助金収入 752,266

    使用料及び手数料収入 216,549

    その他の収入 73,121

  臨時支出 682

    移転費用支出 1,464,002

      補助金等支出 1,306,537

      社会保障給付支出 155,064

      その他の支出 2,401

  業務収入 3,743,993

    業務費用支出 1,656,466

      人件費支出 840,123

      物件費等支出 713,652

      支払利息支出 56,361

      その他の支出 46,329

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,120,468
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連結会計 【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 22,302,361   固定負債 10,792,481

    有形固定資産 21,492,259     地方債等 9,599,081

      事業用資産 11,242,603     長期未払金 2,500

        土地 4,146,538     退職手当引当金 152,654

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 11,443     その他 1,038,247

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 956,036

        建物 11,961,357     １年内償還予定地方債等 852,824

        建物減価償却累計額 -5,462,533     未払金 21,874

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 381,193     前受金 72

        工作物減価償却累計額 -243,147     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 47,965

        船舶 -     預り金 22,036

        船舶減価償却累計額 -     その他 11,265

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 11,748,517

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 23,007,576

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -10,309,150

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 447,751

      インフラ資産 9,917,713

        土地 145,657

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,556,826

        建物減価償却累計額 -700,555

        建物減損損失累計額 -

        工作物 23,552,575

        工作物減価償却累計額 -15,246,403

        工作物減損損失累計額 -

        その他 387,871

        その他減価償却累計額 -385,412

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 607,154

      物品 1,689,712

      物品減価償却累計額 -1,357,769

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 136,849

      ソフトウェア 5,585

      その他 131,265

    投資その他の資産 673,252

      投資及び出資金 35,926

        有価証券 21,695

        出資金 14,231

        その他 -

      長期延滞債権 22,948

      長期貸付金 -

      基金 613,359

        減債基金 47,786

        その他 565,573

      その他 1,813

      徴収不能引当金 -794

  流動資産 2,144,584

    現金預金 1,354,983

    未収金 70,980

    短期貸付金 2,600

    基金 702,616

      財政調整基金 702,616

      減債基金 -

    棚卸資産 11,458

    その他 2,128

    徴収不能引当金 -181

  繰延資産 - 純資産合計 12,698,427

資産合計 24,446,944 負債及び純資産合計 24,446,944

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）
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連結会計 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 12,601

    その他 -

純行政コスト 3,939,231

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 169

  臨時利益 12,601

  臨時損失 653

    災害復旧事業費 513

    資産除売却損 -29

    使用料及び手数料 210,796

    その他 346,732

純経常行政コスト 3,951,179

      社会保障給付 155,064

      その他 2,837

  経常収益 557,528

        その他 68,217

    移転費用 1,694,391

      補助金等 1,536,490

      その他の業務費用 125,011

        支払利息 56,426

        徴収不能引当金繰入額 368

        維持補修費 91,134

        減価償却費 785,801

        その他 13

        その他 249,672

      物件費等 1,668,718

        物件費 791,769

        職員給与費 721,637

        賞与等引当金繰入額 48,013

        退職手当引当金繰入額 1,266

  経常費用 4,508,707

    業務費用 2,814,316

      人件費 1,020,588

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額
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連結会計 【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 12,669,188 23,478,158 -10,808,971 -

  純行政コスト（△） -3,939,231 -3,939,231 -

  財源 3,968,016 3,968,016 -

    税収等 2,830,092 2,830,092 -

    国県等補助金 1,137,924 1,137,924 -

  本年度差額 28,785 28,785 -

  固定資産等の変動（内部変動） -470,774 470,774

    有形固定資産等の増加 519,404 -519,404

    有形固定資産等の減少 -895,302 895,302

    貸付金・基金等の増加 518,083 -518,083

    貸付金・基金等の減少 -612,959 612,959

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 35 35

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 419 -298 717 -

  その他 0 454 -454

  本年度純資産変動額 29,239 -470,582 499,821 -

本年度末純資産残高 12,698,427 23,007,576 -10,309,150 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日
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連結会計 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 20,024

本年度歳計外現金増減額 1,338

本年度末歳計外現金残高 21,362

本年度末現金預金残高 1,354,983

財務活動収支 -471,654

本年度資金収支額 45,870

前年度末資金残高 1,288,394

比例連結割合変更に伴う差額 -642

本年度末資金残高 1,333,621

    地方債等償還支出 791,885

    その他の支出 -

  財務活動収入 320,231

    地方債等発行収入 320,231

    その他の収入 -

    資産売却収入 13,090

    その他の収入 821

投資活動収支 -126,240

【財務活動収支】

  財務活動支出 791,885

    その他の支出 -

  投資活動収入 579,624

    国県等補助金収入 164,777

    基金取崩収入 398,336

    貸付金元金回収収入 2,600

  投資活動支出 705,865

    公共施設等整備費支出 401,353

    基金積立金支出 301,912

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,600

    災害復旧事業費支出 513

    その他の支出 169

  臨時収入 111

業務活動収支 643,764

【投資活動収支】

    税収等収入 2,790,735

    国県等補助金収入 1,023,737

    使用料及び手数料収入 221,743

    その他の収入 359,421

  臨時支出 682

    移転費用支出 1,691,398

      補助金等支出 1,533,497

      社会保障給付支出 155,064

      その他の支出 2,837

  業務収入 4,395,637

    業務費用支出 2,059,903

      人件費支出 1,026,922

      物件費等支出 907,460

      支払利息支出 56,426

      その他の支出 69,094

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,751,301
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