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１ 作成の経緯・目的 

  国において、地方公共団体の財政の透明性を高め、住民や議会等に対する説

明責任を適切に果たし、財政の効率化・適正化を図るため、発生主義等の企業

会計の考え方及び手法を活用した財務書類の作成・開示が推進されてきまし

た。 

本市では、平成１２年度（平成１０年度決算分）から、国が示した基準（旧

総務省方式）に従い、決算統計データに基づく「貸借対照表（バランスシート）」

や「行政コスト計算書」を作成・公表してきました。このことで、一定の限界

はありますが、本市のストック（資産、負債等）の状況や、現金支出を伴わな

い減価償却費などを含めた行政コストを把握できるようになりました。 

 平成２１年度（平成２０年度決算分）からは、国から新たに示された２つの

作成基準のうち、より精緻に資産計上を行うことができる「基準モデル」を採

用し、財務書類４表を作成・公表してきたところです。 

 現在では、全国のほぼ全ての地方公共団体が財務書類の作成・公表を行うよ

うになりましたが、複数の作成基準（基準モデル、総務省方式改訂モデル、一

部自治体の独自方式）が存在することに加え、同一の作成手法であっても、固

定資産台帳の整備状況により資産計上額に差が生じるため、団体間での比較が

困難などの課題がありました。 

このため、平成２７年１月には、国から新たに「統一的な基準」が示される

とともに、全ての地方公共団体に対して、平成２９年度（平成２８年度決算分）

までに「統一的な基準」による財務書類を作成・公表するよう、要請がなされ

ました。 

  これを受け、本市では、平成２８年度決算分から「統一的な基準」に基づい

た財務書類を作成・公表するものです。  
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２ 「統一的な基準」の特徴 

  会計処理方法として民間企業と同様の複式簿記や発生主義会計を導入する

とともに、現存する全ての固定資産を洗い出し、固定資産台帳を整備することで、

現金取引（歳入・歳出）に加えて、ストック情報（資産・負債・純資産の期末残

高）及びフロー情報（期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動）を網羅的

かつ公正価値で把握できます。 

 また、全国統一の基準であるため、各団体間での比較可能性が確保されます。 

 

３ 対象とする会計等の範囲 

  財務書類３表をそれぞれ一般会計等、全体、連結ベースで作成しています。

なお、連結ベースについては、連結対象団体の事務負担に配慮し、資金収支計

算書及び純資産変動計算書の内訳を一部省略していますが、今後、段階的に整

備していく予定です。 

  全体とは、一般会計等に事業会計と企業会計を含めたもので、連結とは、全

体に地方独立行政法人、地方公社、第三セクター、一部事務組合等を含めたも

のです。 

区   分 対象とする会計等 

連
結
ベ
ー
ス 

全
体
ベ
ー
ス 

一般会計等 

(普通会計) 

一般会計、住宅資金貸付特別会計、母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計、

物品調達特別会計、公債管理特別会計、広島市民球場特別会計、用地先行

取得特別会計、西風新都特別会計 

事業会計 

後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、国民健康保険事業

特別会計、競輪事業特別会計、中央卸売市場事業特別会計、国民宿舎湯来

ロッジ等特別会計、駐車場事業特別会計、開発事業特別会計、市立病院機

構資金貸付特別会計 

企業会計 水道事業会計、下水道事業会計、安芸市民病院事業会計 

地方独立行政法人 

地方公社 

第三セクター 

公立大学法人広島市立大学、地方独立行政法人広島市立病院機構、広島高

速道路公社、(公財)広島市文化財団、(公財)広島市スポーツ協会、(公財)広

島平和文化センター、(公財)広島原爆被爆者援護事業団、広島市流通セン

ター(株)、(公財)広島市産業振興センター、広島地下街開発(株)、(公財)広

島観光コンベンションビューロー、(公財)広島市農林水産振興センター、

(一財)広島市都市整備公社、広島駅南口開発(株)、(公財)広島市みどり生き

もの協会、広島高速交通(株)、(社福)広島市社会福祉協議会、(社福)広島市

社会福祉事業団 

一部事務組合 

広域連合 
広島県後期高齢者医療広域連合、安芸地区衛生施設管理組合 
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【参考】「基準モデル」と「統一的な基準」との主な相違点 

 １ 有形固定資産の評価基準の変更 

   一般会計等の道路、河川、水路のインフラ資産の土地について、「基準モ

デル」では取得原価や再調達原価で資産計上していましたが、「統一的な基

準」では昭和５９年度以前に取得したもの、昭和６０年度以降の取得であっ

ても取得原価が不明なものや無償で取得したものは、備忘価額 1 円で計上

することとなりました。 

  この結果、財務書類上の計上金額としては、インフラ資産の土地が約

9,853 億円減少しました。 

 

 ２ 財務書類の形式の変更 

   これまで、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表形式でしたが、行政コスト計算書と純資産変動計算書を結合

した３表形式も選択が可能となりました。 

本市では、純行政コストがどのような財源で賄われているかが一目で把握

できるように、３表形式を採用しました。 

 

 ３ その他 

   貸借対照表の勘定科目の見直し、行政コスト計算書への臨時損益の区分

の追加、純資産変動計算書の財源情報の簡略化、インフラ資産から事業用資

産への区分変更（清掃施設等）などが行われました。 

 

 



４　貸借対照表（平成29年3月31日現在）

　　 平成２８年度末時点で保有する資産、負債、純資産を対照表示したものです。

一般会計等 全　　体 連　　結 一般会計等 全　　体 連　　結

 固定資産 1兆8,802億円 2兆9,609億円 3兆1,421億円  固定負債 1兆　732億円 1兆9,117億円 2兆　586億円

　   有形固定資産 1兆5,537億円 2兆6,065億円 2兆9,193億円 　　地方債等 9,873億円 1兆5,109億円 1兆6,120億円

　    　事業用資産 8,577億円 8,944億円 1兆　　64億円 　　退職手当引当金 674億円 754億円 963億円

　    　インフラ資産 6,858億円 1兆6,259億円 1兆8,120億円 　　損失補償等引当金 164億円 177億円 2億円

　       物品 102億円 862億円 1,009億円 　　その他 21億円 3,077億円 3,501億円

　  無形固定資産 31億円 393億円 611億円  流動負債 1,329億円 2,026億円 2,476億円

　  投資その他の資産 3,234億円 3,151億円 1,617億円
      1年内償還予定
                   地方債等

1,144億円 1,687億円 2,005億円

　  　 投資及び出資金 1,723億円 1,009億円 20億円 　　 未払金・未払費用 5億円 140億円 227億円

　　　投資損失引当金 △140億円 △140億円 － 　　 前受金・前受収益 3億円 3億円 15億円

　　   長期貸付金・基金 1,551億円 2,159億円 1,403億円 　　 賞与等引当金 32億円 37億円 54億円

　 　　その他 100億円 123億円 194億円 　　 預り金 138億円 147億円 157億円

 流動資産 289億円 672億円 990億円 　　 その他 7億円 12億円 18億円

　   現金預金 182億円 422億円 626億円

　 　短期貸付金・基金 85億円 125億円 54億円 負債合計 1兆2,061億円 2兆1,143億円 2兆3,062億円

　 　その他 22億円 125億円 310億円

 繰延資産 － － 1億円 純資産合計 7,030億円 9,138億円 9,350億円

資産合計 1兆9,091億円 3兆　281億円 3兆2,412億円
負債及び

純資産合計
1兆9,091億円 3兆　281億円 3兆2,412億円

（注）表示単位未満を四捨五入しており、単位未満の金額があるときは「0」、金額がないときは「-」としています。

資産の部 負債の部

純資産の部

平成28年度末までに、一般会計等で1兆9,091億円、全体ベースで3兆281億円、連結ベース
で3兆2,412億円の資産を形成してきています。

資産の大部分は有形固定資産であり、社会資本整備が本市の重要な行政活動の一つであることが
分かります。そのうち、8,577億円（一般会計等）、8,944億円（全体）、1兆64億円（連結）
が学校、市営住宅、病院などの事業用資産、6,858億円（一般会計等）、1兆6,259億円（全体）、
1兆8,120億円（連結）が道路、公園、水道・下水道などのインフラ資産となっています。

純資産である7,030億円（一般会計等）、9,138億円（全体）、9,350億円（連結）について

は、国・県の負担や過去及び現世代の市税収入などで支払いが済んでおり、負債である1兆2,061

億円（一般会計等）、2兆1,143億円（全体）、2兆3,062億円（連結）については、将来の世代

が負担していくことになります。
市民１人当たり（※）に換算すると、一般会計等では、資産が160万円、負債が101万円、純

資産が59万円で、全体ベースでは、資産が254万円、負債が177万円、純資産が77万円、連結
ベースでは、資産が272万円、負債が193万円、純資産が79万円になります。
※ H29.3.31現在の住民基本台帳人口：119万3,051人

・資産 ：学校、公園、道路など将来の世代に引き継ぐ社会資本や、投資、基金など将来現金化する

ことが可能な資産

・負債 ：地方債、退職手当引当金など将来の世代の負担となるもの

・純資産：国・県や過去及び現世代が負担した将来返済が不要な財産
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５　行政コスト計算書及び純資産変動計算書

　　　（平成2８年4月1日～平成2９年3月31日）

　　 行政コスト計算書は、１年間の行政運営コストのうち、公共施設の管理運営や福祉サービスに

　 要する経費など、資産形成につながらない行政サービスに要したコストを人件費、物件費等、そ

　 の他の業務費用、移転費用、臨時損失に区分して表示したものです。

　　 純資産変動計算書は、純資産（国・県や過去及び現世代が負担した将来返済が不要な財産）が

　 平成２８年度中にどのように増減したかを、財源、資産評価差額、無償所管換等などに区分して

 　表示したものです。

一般会計等 全　　体 連　　結

１　経常費用 4,650億円 7,420億円 9,248億円
　    　業務費用 2,143億円 3,037億円 3,878億円

　     　　人件費 823億円 930億円 1,365億円

　     　　物件費等 1,167億円 1,727億円 2,055億円

　     　　その他の業務費用 153億円 380億円 458億円

　    　移転費用 2,507億円 4,383億円 5,370億円

　  　  　 補助金等 685億円 2,988億円 3,975億円

　  　  　 社会保障給付 1,390億円 1,391億円 1,391億円

　  　  　 他会計への繰出金 428億円 - -

　  　  　 その他 4億円 4億円 4億円

２　経常収益 227億円 800億円 1,490億円
　 　 　使用料及び手数料 129億円 552億円 1,177億円

　  　　その他 98億円 248億円 313億円

純経常行政コスト（Ａ＝１－２） 4,423億円 6,620億円 7,758億円

３　臨時損失 37億円 39億円 17億円

４　臨時利益 12億円 15億円 15億円

５　財源 4,341億円 6,549億円 7,694億円
　  　　税収等 2,854億円 4,347億円 4,907億円

　 　 　国県等補助金 1,487億円 2,202億円 2,787億円

６　資産評価差額 1億円 2億円 2億円
７　無償所管換等 16億円 31億円 32億円
８　他団体出資等分の増減額 - - -
９　比例連結割合の変更に伴う差額 - - 0
10 その他 - - △2億円

本年度純資産変動額（Ｃ＋（６～10）） △90億円 △62億円 △34億円

前年度末純資産残高 7,120億円 9,200億円 9,384億円

本年度末純資産残高 7,030億円 9,138億円 9,350億円

（注）表示単位未満を四捨五入しており、単位未満の金額があるときは「0」、金額がないときは「-」としています。

6,644億円 7,760億円

本年度差額（Ｃ＝５－Ｂ） △107億円 △95億円 △66億円

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

項　　目

純
資
産
変
動
計
算
書

純行政コスト（Ｂ＝Ａ＋３－４） 4,448億円
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【行政コストについて】

平成2８年度の経常費用は、一般会計等で4,650億円、全体ベースで7,420億円、連結ベース

で9,248億円です。これを市民１人当たりに換算すると、一般会計等では39万円、全体ベースで

は62万円、連結ベースでは78万円になります。

行政サービスの対価として市民が負担する使用料・手数料などの経常収益は、それぞれ227億

円（一般会計等）、800億円（全体）、1,490億円（連結）になります。これらの経常収益の中

には、市税、地方交付税等の一般財源、国民健康保険料等の社会保険料、国・県補助金などは含ま

れていません。

経常費用から経常収益を差し引いた純経常行政コストは、4,423億円（一般会計等）、6,620
億円（全体）、7,758億円（連結）となります。これに臨時損失と臨時利益の差額を加えた純行
政コストは、それぞれ4,448億円（一般会計等）、6,644億円（全体）、7,760億円（連結）と
なります。この部分は経常収益以外の、市税、地方交付税等の一般財源、国民健康保険料等の社会
保険料、国・県補助金などで補っています。

【純資産の変動について】

平成28年度においては、純資産が一般会計等で90億円、全体ベースで62億円、連結ベースで
34億円減少しています。その結果、本年度末純資産残高は、それぞれ7,030億円（一般会計等）、
9,138億円（全体）、9,350億円（連結）になりました。

【行政コスト計算書】

・人 件 費 ：職員給与、嘱託職員報酬、退職給付費用（当該年度に退職手当引当金として新た

に繰り入れた額）など

・物件費等：消耗品費、委託料、施設等の維持補修に要する経費、減価償却費（社会資本等の

経年劣化に伴う資産価値の減少額）など

・その他の業務費用：地方債・借入金に係る利子など

・移転費用：各種団体に対する補助金・負担金、国民健康保険事業等による保険給付費、生活

保護費等の社会保障給付など

・経常収益：使用料・手数料、財産貸付収入、預金利子、受託事業収入、雑入など

・臨時損失：災害復旧に要する経費、資産の除却や売却により生じた損失、連結対象団体等に

対して行っている損失・債務補償の実行に備えた引当金繰入額など

・臨時利益：資産の売却により生じた利益など

【純資産変動計算書】

・税収等：市税、地方交付税、分担金・負担金、国民健康保険料等の社会保険料など

・資産評価差額：有価証券などの資産の評価差額

- ６ -



６　資金収支計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

　　 １年間の資金の増減を業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分し、金額を

　 表示したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表しています。

項　　　　目 一般会計等 全　体 連　結

１　業務活動収支 247億円 505億円
　　 業務支出 4,240億円 6,657億円
　　 　　業務費用支出 1,727億円 2,268億円
　　 　　移転費用支出 2,513億円 4,389億円

　　 業務収入 4,491億円 7,166億円
　　 　　税収等収入 2,856億円 4,323億円
　　 　　国県等補助金収入 1,408億円 2,045億円
　　 　　使用料及び手数料収入 129億円 552億円
　　 　　その他の収入 98億円 246億円

　　 臨時支出 11億円 11億円
　　 　　災害復旧事業費支出 11億円 11億円
　　 　　その他の支出 － 0

　　 臨時収入 7億円 7億円

２　投資活動収支 △265億円 △331億円
　　 投資活動支出 973億円 1,165億円
　　 　　公共施設等整備費支出 375億円 610億円
　　 　　基金積立金支出 199億円 209億円
　　　 　投資及び出資金支出 81億円 9億円
　　　 　貸付金支出 318億円 337億円
　　 　　その他の支出 － －

　　 投資活動収入 708億円 834億円
　　 　　国県等補助金収入 79億円 139億円
　　 　　基金取崩収入 261億円 283億円
　　 　　貸付金元金回収収入 350億円 389億円
　　 　　資産売却収入 18億円 21億円
　　 　　その他の収入 0 2億円

３　財務活動収支 2億円 △199億円
　　 財務活動支出 1,136億円 1,722億円
　　　 　地方債等償還支出 1,128億円 1,714億円
　　　 　その他の支出 8億円 8億円

　　 財務活動収入 1,138億円 1,523億円
　　　 　地方債等発行収入 1,138億円 1,523億円
　　　 　その他の収入 － －

本年度資金収支額 △16億円 △25億円 △26億円
前年度末資金残高 60億円 307億円 512億円
本年度末資金残高 44億円 282億円 486億円

前年度末歳計外現金残高 142億円 145億円 145億円
本年度歳計外現金増減額 △4億円 △5億円 △5億円
本年度末歳計外現金残高 138億円 140億円 140億円
本年度末現金預金残高 182億円 422億円 626億円

（注1）表示単位未満を四捨五入しており、単位未満の金額があるときは「0」、金額がないときは「-」としています。

（注2）連結ベースについては、連結対象団体の事務負担に配慮し、内訳の作成を省略しています。

内訳省略

・業務活動収支：行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの

・投資活動収支：学校、公園、道路等の資産形成や基金、貸付金等に係る収入、支出

・財務活動収支：地方債、借入金等に係る収入、支出

- ７ -



７　財務書類３表から把握できる各種比率

平成28年度の資金収支は、一般会計等で16億円、全体ベースで25億円、連結ベース
で26億円、それぞれ減少しています。その結果、本年度末資金残高は、それぞれ44億円
（一般会計等）、282億円（全体）、486億円（連結）になりました。

本年度末資金残高を市民1人当たりに換算すると、一般会計等では4千円、全体ベース
では2万4千円、連結ベースでは4万1千円になります。

・資産合計のうち返済義務のない純資産がどれくらいの割合かを表します。企業会計における

「自己資本比率」に相当するもので、この比率が高いほど財政状況が健全であると言えます。

一般会計等 36.8％

全 体 30.2％

連 結 28.8％

１ 純資産比率〔純資産合計÷資産合計〕

・有形固定資産のうち、建物、工作物等の償却資産について、耐用年数に対して資産の取得か

らどの程度経過しているかを表します。この比率が高いほど資産の老朽化が進んでいると言

えます。

一般会計等 62.3％

全 体 53.8％

連 結 51.3％

３ 資産老朽化比率〔有形固定資産（償却資産）の減価償却累計額÷取得原価等〕

・社会資本の整備の結果を示す事業用資産、インフラ資産、物品について、地方債などの借入

れによってどれくらい調達したかを表します。この比率が高いほど将来の世代が負担する割

合が高いと言えます。

一般会計等 70.9％

全 体 64.4％

連 結 62.1％

２ 社会資本形成の世代間負担比率〔（地方債等＋1年内償還予定地方債等）÷有形固定資産〕

一般会計等 資産：160万円 負債：101万円 純行政コスト：37万円

全 体 資産：254万円 負債：177万円 純行政コスト：56万円

連 結 資産：272万円 負債：193万円 純行政コスト：65万円

※ H29.3.31現在の住民基本台帳人口（119万3,051人）による。

４ 市民1人当たりの資産と負債、純行政コスト

- ８ -



１　はじめに

２　貸借対照表（平成29年3月31日現在）

３　行政コスト計算書及び純資産変動計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日)

3兆　281億円

資産の部 負債の部

一般会計等 全　体 連　結

固定負債

1兆9,091億円

9,138億円

672億円流動資産

平成２８年度広島市財務書類～統一的な基準～（概要版）

990億円

1億円

1兆9,117億円

2兆1,143億円

純資産の部

1兆　732億円

1兆2,061億円

2兆　586億円

2兆3,062億円

－

3兆2,412億円

経常収益　Ｂ

2兆6,065億円

3,151億円

連　結

2兆9,193億円

1,617億円

6,644億円 7,760億円

32億円

　   本市の財政状況を分かりやすく市民に説明するため、国が示した２つの作成基準のうち「基準モデル」
　 を活用し、発生主義及び複式簿記に基づく財務書類を作成・公表してきました。
　　 この度、国から新たに「統一的な基準」が示されたことから、平成２８年度決算分から、この「統一的
 　な基準」による財務書類を作成・公表します。

（注）一般会計等は普通会計であり、全体ベースは一般会計等に事業会計及び企業会計を加えたもので、連結ベースは全体
　　ベースに地方独立行政法人、地方公社、第三セクター、一部事務組合及び広域連合を加えたものです。

その他

有形固定資産

投資その他の資産

資産合計

一般会計等

1兆5,537億円

3,234億円

289億円

全　体

本年度純資産変動額
（Ｇ＋Ｈ－Ｆ）

前年度末純資産残高

本年度末純資産残高

税収等、国県等補助金　Ｇ

資産評価差額等　Ｈ

4,448億円
純行政コスト　Ｆ
（Ｃ＋Ｄ－Ｅ）

－

項　　目

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

純
資
産
変
動
計
算
書

一般会計等

4,650億円

227億円

4,423億円

37億円

経常費用　Ａ

15億円

9,384億円

9,350億円7,030億円 9,138億円

12億円

△90億円

7,120億円

△62億円

9,200億円

4,341億円

17億円

6,549億円

33億円

7,694億円

1兆9,091億円 3兆　281億円

△34億円

負債及び
純資産合計

無形固定資産 31億円 393億円 611億円 流動負債 1,329億円 2,026億円 2,476億円

17億円

15億円

9,248億円

1,490億円

7,758億円

負債合計

9,350億円

連　　　結全　　　体

7,030億円純資産合計

純経常行政コスト　Ｃ
（Ａ－Ｂ）

臨時損失　Ｄ

臨時利益　Ｅ

7,420億円

800億円

6,620億円

39億円

3兆2,412億円

年度末時点で保有する資産、負債、純資産を対照表示したものです。

行政コスト計算書は、１年間の行政活動のうち、資産形成以外の活動に要した経費と、その財源となる
使用料や手数料等の収入の関係を表しています。
純資産変動計算書は、純資産（国・県や過去及び現世代が負担した将来返済が不要な財産）の１年間の
増減を表しています。



４　資金収支計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（注）連結ベースについては、連結対象団体の事務負担に配慮し、内訳の作成を省略しています。

５　財務書類から把握できる各種比率

　　⑴　純資産比率〔純資産合計÷資産合計〕

　　⑵　社会資本形成の世代間負担比率〔（地方債等＋１年内償還予定地方債等）÷有形固定資産〕

　　⑶　資産老朽化比率〔有形固定資産（償却資産）の減価償却累計額÷取得原価等〕　

　　⑷　市民１人当たりの資産と負債、純行政コスト

140億円

本年度末現金預金残高
Ａ＋Ｂ

182億円 422億円 626億円

60億円

△331億円

△199億円

本年度末歳計外現金残高
Ｂ

138億円 140億円

本年度末資金残高
Ａ

44億円

△25億円

307億円

282億円 486億円

内訳省略

△26億円

前年度末資金残高

投資活動収支

財務活動収支

一般会計等項　　　目

業務活動収支

本年度資金収支額

247億円

△265億円

2億円

△16億円

512億円

全　　体 連　　結

505億円

１年間の資金の増減を「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」の３つに区分して表示
したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表しています。

資産合計のうち返済義務のない純資産がどれくらいの割合かを表します。企業会計における「自己資本

比率」に相当するもので、この比率が高いほど財政状況が健全であると言えます。

一般会計等 36.8％

全 体 30.2％

連 結 28.8％

社会資本の整備の結果を示す事業用資産、インフラ資産、物品について、地方債などの借入れによって

どれくらい調達したかを表します。この比率が高いほど将来の世代が負担する割合が高いと言えます。

一般会計等 70.9％

全 体 64.4％

連 結 62.1％

有形固定資産のうち、建物、工作物等の償却資産について、耐用年数に対して資産の取得からどの程度

経過しているかを表します。この比率が高いほど資産の老朽化が進んでいると言えます。

一般会計等 62.3％

全 体 53.8％

連 結 51.3％

一般会計等 資産：160万円 負債：101万円 純行政コスト：37万円

全 体 資産：254万円 負債：177万円 純行政コスト：56万円

連 結 資産：272万円 負債：193万円 純行政コスト：65万円

※ H29.3.31現在の住民基本台帳人口（119万3,051人）による。


