
（１）水道事業（法適用）
①貸借対照表（水道事業（法適用））

決算統計の項目・法定決算書類
の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 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

決算統計22表01行(3)列
決算統計22表01行(4)列
決算統計22表01行(8)列
【控除】
決算統計22表01行(6)列

売却可能資産に振り替えた資産がある場合
は、当該資産にかかる計上額を控除

⑤産業振興

⑥消防

⑦総務

⑧収益事業

⑨その他

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金（a＋b）

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権
(別)期限から1年超滞納した貸付金（a）
(別)期限から1年超滞納した未収金（c）

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営企業決
算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金（b）
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金（c）

(3) 販売用不動産

(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

[負債の部]

改訂モデル財務書類の科目



１　固定負債

(1) 地方公共団体

①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列
決算統計22表01行(25)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（１）水道事業（法適用）
②行政コスト計算書（水道事業（法適用））

決算統計の項目・法定決算書類
の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給与費）は「新
会計基準移行に伴い計上されたもの」については、純資産変動計
算書に計上
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、人件費に係るもの（児童手
当及び子ども手当に係るものを除く）
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るもの
【控除】
決算統計21表01行(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給付金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等
に加算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等
から控除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年度
期首退職給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算す
る。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当
組合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにと
もない必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(12)列
決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(16)列
決算統計21表01行(17)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(26)列
決算統計21表01行(28)列
決算統計21表01行(54)列
決算統計21表01行(55)列
【控除】
決算統計20表01行(36)列
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子ども手当を
含む人件費に係るもの
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るもの
(収)負担金
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費
決算統計21表01行(15)列
決算統計21表01行(18)列

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別）決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子ども手当に
係るもの

補助金等 (収)負担金

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて
行った場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計20表01行(36)列
決算統計20表01行(52)列
決算統計21表01行(51)列
決算統計21表01行(56)列
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち他会計負担金（決算統計23表01行(05)列）及び
工事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替えた（加算：連結
修正）上で相殺消去

保険料

改訂モデル財務書類の科目



事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収
入のうちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：
連結修正）上で相殺消去

他会計補助金等

決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収
入のうち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた
（加算：連結修正）上で相殺消去



（１）水道事業（法適用）
③純資産変動計算書（水道事業（法適用））

決算統計の項目・法定決算書類
の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
(剰)制度改正に伴う剰余金変動額（△）
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額
(剰)受贈財産評価額の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻
入）相当額を加算。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補
助金、工事負担金及びその他が、行政コス
ト計算書の経常収益「分担金・負担金・寄付
金」等の関係科目に加算（連結修正）される
ため、それに合わせてその相当額を控除す
る。

改訂モデル財務書類の科目



（１）水道事業（法適用）
④資金収支計算書（水道事業（法適用））

決算統計の項目・法定決算書類
の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入等
(貸・前)退職給与引当金
【控除】
(貸)退職給付引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

(行)維持補修費
(行)その他行政コスト
(別)繰延勘定への支出額
(収)資産減耗費のうち現金支出を行った額
(別)その他支出
決算統計22表01行(18)列
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除却費以外
の額
(前)決算統計22表01行(18)列

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

改訂モデル財務書類の科目



その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改
良費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取崩した基金
額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列、(5)列及び(7)
列のうち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 決算統計23表01行(32)列

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
(別)投資・財務的支出の財源となった国県
補助金等

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的支出の財源として取崩した
基金額



地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資･財
務的支出の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列、（5）列及び
（7）列のうち投資・財務的支出の財源となっ
たもの
(別)投資・財務的支出の財源となったその
他の特定財源

期首資金残高 (貸・前)資金



（２）下水道事業
①　貸借対照表（下水道事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 有形固定資産

①生活インフラ・国土保全

決算統計22表01行(3)列
決算統計22表01行(4)列
決算統計22表01行(8)列
【控除】
決算統計22表01行(6)列

売却可能資産に振り替えた資産がある場合
は、当該資産にかかる計上額を控除

②教育

③福祉

④環境衛生

⑤産業振興

⑥消防

⑦総務

⑧収益事業

⑨その他

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権 (別)期限から1年超滞納した貸付金・未収金

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営
企業決算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金

(3) 販売用不動産

(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

改訂モデル財務書類の科目



[負債の部]

１　固定負債

(1) 地方公共団体

①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（２）下水道事業
②　行政コスト計算書（下水道事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給
与費）は「新会計基準移行に伴い計上されたもの」に
ついては、純資産変動計算書に計上
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、人件費に係るも
の(児童手当及び子ども手当に係るものを除く）
(別)決算統計21表01行（54）列のうち、人件費に係る
もの
【控除】
決算統計21表01行(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給与金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等
に加算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等
から控除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年
度期首退職給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算
する。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当
組合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにと
もない必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(12)列
決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(16)列
決算統計21表01行(17)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(26)列
決算統計21表01行(28)列
決算統計21表01行(54)列
決算統計21表01行(55)列
【控除】
決算統計20表01行(36)列
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子
ども手当を含む人件費に係るもの
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るも
の
(収)負担金
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費
決算統計21表01行(15)列
決算統計21表01行(18)列

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子
ども手当に係るもの

補助金等
決算統計21表01行（27）列
(収)負担金

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて
行った場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計20表01行(36)列
決算統計21表01行(56)列
決算統計20表01行(52)列
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち他会計負担金（決算統計23表01行(05)列）及び
工事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替えた（加算：連結
修正）上で相殺消去

保険料

改訂モデル財務書類の科目



事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収
入のうちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：
連結修正）上で相殺消去

他会計補助金等

決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収
入のうち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた
（加算：連結修正）上で相殺消去



（２）下水道事業
③　純資産変動計算書（下水道事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
(剰)制度改正に伴う剰余金変動額（△）
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額
(剰)受贈財産評価額の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）相
当額を加算。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収益化
累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補助
金、工事負担金及びその他が、行政コスト計算
書の経常収益「分担金・負担金・寄付金」等の関
係科目に加算（連結修正）されるため、それに合
わせてその相当額を控除する。

改訂モデル財務書類の科目



（２）下水道事業
④　資金収支計算書（下水道事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入等
(貸・前)退職給与引当金
【控除】
(貸)退職給与引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

（行）維持補修費
（行）その他行政コスト
（別）繰延勘定への支出額
（収）資産減耗費のうち現金支出を行った額
（別）その他支出
決算統計22表01行(18)列
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除去費額以
外の額
(前)決算統計22表01行(18)列

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

改訂モデル財務書類の科目



第三セクター等公共資産整備支出

収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改良
費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取り崩した基
金額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 決算統計23表01行(32)列

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
（別）投資・財務的収支の財源となった国県
補助金

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的収支の財源として取崩した
基金額

地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資・財
務的収支の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち投資・財務的支出の財源となったもの
(別)投資・財務的支出の財源となったその
他の特定財源

期首資金残高 (貸・前)資金



（３）工業用水道事業
①　貸借対照表（工業用水道事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 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

決算統計22表01行(3)列
決算統計22表01行(4)列
決算統計22表01行(8)列
【控除】
決算統計22表01行(6)列

売却可能資産に振り替えた資産がある場合
は、当該資産にかかる計上額を控除

⑥消防

⑦総務

⑧収益事業

⑨その他

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権 (別)期限から1年超滞納した貸付金・未収金

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営
企業決算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金

(3) 販売用不動産

(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

[負債の部]

改訂モデル財務書類の科目



１　固定負債

(1) 地方公共団体

①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列
決算統計22表01行(25)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（３）工業用水道事業
②　行政コスト計算書（工業用水道事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給与費）は「新
会計基準移行に伴い計上されたもの」については、純資産変動計
算書に計上
(別)決算統計21表01行(29)列のうち、人件費に係るもの(児童手当
及び子ども手当に係るものを除く）
(別)決算統計21表01行（58）列のうち、人件費に係るもの
【控除】
決算統計21表01行(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給与金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等
に加算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等
から控除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年度
期首退職給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算す
る。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当
組合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにと
もない必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(12)列
決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(16)列
決算統計21表01行(17)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(26)列
決算統計21表01行(29)列
決算統計21表01行(58)列
決算統計21表01行(59)列
【控除】
決算統計20表01行(36)列
(別)決算統計21表01行(29)列のうち、児童手当及び子ども手当を
含む人件費に係るもの
(別)決算統計21表01行(58)列のうち、人件費に係るもの
(収)負担金
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別)決算統計21表01行(29)列のうち、児童手当及び子ども手当に
係るもの

補助金等
決算統計21表01行（28）列
(収)負担金

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて
行った場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計20表01行(36)列
決算統計21表01行(60)列
決算統計20表01行(52)列
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち他会計負担金（決算統計23表01行(05)列）及び
工事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替えた（加算：連結
修正）上で相殺消去

保険料

事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

改訂モデル財務書類の科目



その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収
入のうちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：連
結修正）上で相殺消去

他会計補助金等

決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収
入のうち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた
（加算：連結修正）上で相殺消去



（３）工業用水道事業
③　純資産変動計算書（工業用水道事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
(剰)制度改正に伴う剰余金変動額（△）
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額
(剰)受贈財産評価額の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）
相当額を加算。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収益
化累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補
助金、工事負担金及びその他が、行政コスト
計算書の経常収益「分担金・負担金・寄付
金」等の関係科目に加算（連結修正）される
ため、それに合わせてその相当額を控除す
る。

改訂モデル財務書類の科目



（３）工業用水道事業
④　資金収支計算書（工業用水道事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入等
(貸・前)退職給与引当金
【控除】
(貸)退職給付引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

（行）維持補修費
（行）その他行政コスト
（別）繰延勘定への支出額
（収）資産減耗費のうち現金支出を行った額
（別）その他支出
決算統計22表01行(18)列
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除去費額以
外の額
(前)決算統計22表01行(18)列

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

改訂モデル財務書類の科目



地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改良
費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取崩した基金
額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列、(5)列及び(7)
列のうち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 (決)資本的支出　企業債償還金決算額

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
(別)投資・財務的支出の財源となった国県
補助金等

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的支出の財源として取崩した
基金額

地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資・財
務的収支の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列、(5)列及び(7)
列のうち投資・財務的支出の財源となったも
の
(別)投資・財務的支出の財源となったその
他の特定財源

期首資金残高 (貸・前)資金



（４）病院事業（法適用）
①　貸借対照表（病院事業（法適用））

決算統計の項目・法定決算書類
の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 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

決算統計22表01行(3)列
決算統計22表01行(4)列
決算統計22表01行(8)列
【控除】
決算統計22表01行(6)列

売却可能資産に振り替えた資産がある場合
は、当該資産にかかる計上額を控除

⑤産業振興

⑥消防

⑦総務

⑧収益事業

⑨その他

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金（a＋b）

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権
(別)期限から1年超滞納した貸付金（a）
(別)期限から1年超滞納した未収金（c）

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営企業決
算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金（b）
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金（c）

(3) 販売用不動産

(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

[負債の部]

１　固定負債

改訂モデル財務書類の科目



(1) 地方公共団体

①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列
決算統計22表01行(25)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（４）病院事業（法適用）
②　行政コスト計算書（病院事業（法適用））

決算統計の項目・法定決算書類
の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給与費）は「新
会計基準移行に伴い計上されたもの」については、純資産変動計
算書に計上
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当を含む人件費に係
るもの
【控除】
決算統計21表01表(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給与金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等
に加算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等
から控除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年度
期首退職給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算す
る。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当
組合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにと
もない必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(24)列
決算統計21表01行(25)列
決算統計21表01行(28)列
【控除】
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子ども手当を
含む人件費に係るもの
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費 決算統計21表01行(15)列

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別）決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子ども手当に
係るもの

補助金等 (収)負担金

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて
行った場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計20表01行(52)列
決算統計28表01行(21)列
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち他会計負担金（決算統計23表01行(05)列）及び
工事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替えた（加算：連結
修正）上で相殺消去

保険料

事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(21)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）

その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収
入のうちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：連
結修正）上で相殺消去

改訂モデル財務書類の科目



他会計補助金等

決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(21)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収
入のうち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた
（加算：連結修正）上で相殺消去



（４）病院事業（法適用）
③　純資産変動計算書（病院事業（法適用））

決算統計の項目・法定決算書類
の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
(剰)制度改正に伴う剰余金変動額（△）
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額
(剰)受贈財産評価額の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）
相当額を加算。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収益
化累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補
助金、工事負担金及びその他が、行政コスト
計算書の経常収益「分担金・負担金・寄付
金」等の関係科目に加算（連結修正）される
ため、それに合わせてその相当額を控除す
る。

改訂モデル財務書類の科目



（４）病院事業（法適用）
④　資金収支計算書（病院事業（法適用））

決算統計の項目・法定決算書類
の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入等
(貸・前)退職給与引当金
【控除】
(貸)退職給付引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

(行)維持補修費
(行)その他行政コスト
(別)繰延勘定への支出額
(収)資産減耗費のうち現金支出を行った額
(別)その他支出
決算統計22表01行(18)列
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除却費以外
の額
(前)決算統計22表01行(18)列

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

改訂モデル財務書類の科目



地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改良
費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取崩した基金
額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列、(5)列及び(7)
列のうち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 決算統計23表01行(32)列

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
(別)投資・財務的支出の財源となった国県
補助金等

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的支出の財源として取崩した
基金額

地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資･財
務的支出の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列、（5）列及び（7）
列のうち投資・財務的支出の財源となったも
の
(別)投資・財務的支出の財源となったその他
の特定財源

期首資金残高 (貸・前)資金



（５）交通事業（法適用）
①　貸借対照表（交通事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 有形固定資産

①生活インフラ・国土保全

決算統計22表01行(3)列
決算統計22表01行(4)列
決算統計22表01行(8)列
【控除】
決算統計22表01行(6)列

売却可能資産に振り替えた資産がある場合
は、当該資産にかかる計上額を控除

②教育

③福祉

④環境衛生

⑤産業振興

⑥消防

⑦総務

⑧収益事業

⑨その他

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権 (別)期限から1年超滞納した貸付金・未収金

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営
企業決算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金

(3) 販売用不動産

(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

改訂モデル財務書類の科目



[負債の部]

１　固定負債

(1) 地方公共団体

①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列
決算統計22表01行(25)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（５）交通事業（法適用）
②　行政コスト計算書（交通事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給
与費）は「新会計基準移行に伴い計上されたもの」に
ついては、純資産変動計算書に計上
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、人件費に係るも
の(児童手当及び子ども手当に係るものを除く）
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るも
の
【控除】
決算統計21表01行(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給与金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等に加
算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等から控
除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年度期首退職
給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算する。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当組
合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにともな
い必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(12)列
決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(28)列
決算統計21表01行(54)列
決算統計21表01行(55)列
【控除】
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子
ども手当を含む人件費に係るもの
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るも
の
(収)負担金
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費 決算統計21表01行(15)列

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子
ども手当に係るもの

補助金等 （収）負担金

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて
行った場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計20表01行(52)列
決算統計21表01行(56)列
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち他会計負担金（決算統計23表01行(05)列）及び工
事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替えた（加算：連結修正）
上で相殺消去

保険料

事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(21)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

改訂モデル財務書類の科目



その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収入の
うちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：連結修
正）上で相殺消去

他会計補助金等

決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(21)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収入の
うち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた（加算：連
結修正）上で相殺消去



（５）交通事業（法適用）
③　純資産変動計算書（交通事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
(剰)制度改正に伴う剰余金変動額（△）
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額
(剰)受贈財産評価額の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻
入）相当額を加算。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補
助金、工事負担金及びその他が、行政コス
ト計算書の経常収益「分担金・負担金・寄付
金」等の関係科目に加算（連結修正）される
ため、それに合わせてその相当額を控除す
る。

改訂モデル財務書類の科目



（５）交通事業（法適用）
④　資金収支計算書（交通事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入等
(貸・前)退職給与引当金
【控除】
(貸)退職給付引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

(行)維持補修費
(行)その他行政コスト
(別)繰延勘定への支出額
(収)資産減耗費のうち現金支出を行った額
（別）その他支出
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除却損以外
の額

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

改訂モデル財務書類の科目



地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改良
費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取崩した基金
額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 決算統計23表01行(32)列

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
(別)投資・財務的支出の財源となった国県
補助金等

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的支出の財源として取崩した
基金額

地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資・財
務的収支の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち投資・財務的支出の財源となったもの
(別)投資・財務的支出の財源となったその
他の特定財源

期首資金残高 (貸・前)資金



（６）観光施設事業（法適用）
①　貸借対照表（観光施設事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 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

決算統計22表01行(3)列
決算統計22表01行(4)列
決算統計22表01行(8)列
【控除】
決算統計22表01行(6)列

売却可能資産に振り替えた資産がある場合
は、当該資産にかかる計上額を控除

⑥消防

⑦総務

⑧収益事業

⑨その他

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権 (別)期限から1年超滞納した貸付金・未収金

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営
企業決算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金

(3) 販売用不動産

(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

[負債の部]

改訂モデル財務書類の科目



１　固定負債

(1) 地方公共団体

①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列
決算統計22表01行(25)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（６）観光施設事業（法適用）
②　行政コスト計算書（観光施設事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給与費）は「新
会計基準移行に伴い計上されたもの」については、純資産変動計
算書に計上
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、人件費に係るもの(児童手当
及び子ども手当に係るものを除く）
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るもの
【控除】
決算統計21表01行(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給与金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等に加
算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等から控
除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年度期首退職
給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算する。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当組
合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにともない
必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(28)列
決算統計21表01行(54)列
決算統計21表01行(55)列
【控除】
決算統計20表01行(35)列
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子ども手当を
含む人件費に係るもの
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るもの
(収)負担金
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費 決算統計21表01行(15)列

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子ども手当に
係るもの

補助金等 （収）負担金

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて行っ
た場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計20表01行(35)列
決算統計21表01行(56)列
決算統計20表01行(52)列
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち工事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替え
た（加算：連結修正）上で相殺消去

保険料

事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収入の
うちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：連結修正）
上で相殺消去

改訂モデル財務書類の科目



他会計補助金等
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収入の
うち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた（加算：連
結修正）上で相殺消去



（６）観光施設事業（法適用）
③　純資産変動計算書（観光施設事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
(剰)制度改正に伴う剰余金変動額（△）
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額
(剰)受贈財産評価額の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻
入）相当額を加算。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補
助金、工事負担金及びその他が、行政コス
ト計算書の経常収益「分担金・負担金・寄付
金」等の関係科目に加算（連結修正）される
ため、それに合わせてその相当額を控除す
る。

改訂モデル財務書類の科目



（６）観光施設事業（法適用）
④　資金収支計算書（観光施設事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入
(貸・前)退職給与引当金
【控除】
(貸)退職給付引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

(行)維持補修費
(行)その他行政コスト
(別)繰延勘定への支出額
(収)資産減耗費のうち現金支出を行った額
（別）その他支出
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除却損以外
の額

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

改訂モデル財務書類の科目



（６）観光施設事業（法適用）
④　資金収支計算書（観光施設事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等改訂モデル財務書類の科目

収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改良
費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取崩した基金
額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 決算統計23表01行(32)列

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
(別)投資・財務的支出の財源となった国県
補助金等

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的支出の財源として取崩した
基金額

地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資・財
務的収支の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち投資・財務的支出の財源となったもの
(別)投資・財務的支出の財源となったその
他の特定財源

期首資金残高 (貸・前)資金



（７）宅地造成事業（法適用）
①　貸借対照表（宅地造成事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 有形固定資産

①生活インフラ・国土保全

(別）販売用土地以外で土木関係の有形固
定資産として買戻す予定の公有用地、代行
用地、関連施設
(別)販売用土地以外で宅地造成事業におい
て事業の用に供するための有形固定資産
(施設等を有する場合のみ。償却資産は25
年で減価償却)

②教育
(別）販売用土地以外で教育関係の有形固
定資産として買戻す予定の公有用地、代行
用地、関連施設

③福祉
(別）販売用土地以外で福祉関係の有形固
定資産として買戻す予定の公有用地、代行
用地、関連施設

④環境衛生
(別）販売用土地以外で環境衛生関係の有
形固定資産として買戻す予定の公有用地、
代行用地、関連施設

⑤産業振興
(別）販売用土地以外で農林水産・労働・商
工関係の有形固定資産として買戻す予定の
公有用地、代行用地、関連施設

⑥消防
(別）販売用土地以外で消防関係の有形固
定資産として買戻す予定の公有用地、代行
用地、関連施設

⑦総務
(別）販売用土地以外で総務関係の有形固
定資産として買戻す予定の公有用地、代行
用地、関連施設

⑧収益事業
(別）販売用土地以外で収益事業関係の有
形固定資産として買戻す予定の公有用地、
代行用地、関連施設

⑨その他
(別）販売用土地以外でその他の有形固定
資産として買戻す予定の公有用地、代行用
地、関連施設

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権 (別)期限から1年超滞納した貸付金・未収金

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営
企業決算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金

(3) 販売用不動産 決算統計22表01行(11)列

改訂モデル財務書類の科目



(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

[負債の部]

１　固定負債

(1) 地方公共団体

①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列
決算統計22表01行(25)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（７）宅地造成事業（法適用）
②　行政コスト計算書（宅地造成事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給与
費）は「新会計基準移行に伴い計上されたもの」について
は、純資産変動計算書に計上
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、人件費に係るもの
(児童手当及び子ども手当に係るものを除く）
(別)決算統計21表01行54列のうち、人件費に係るもの
【控除】
決算統計21表01行(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給与金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等に加
算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等から控
除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年度期首退職
給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算する。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当組
合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにともな
い必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(28)列
決算統計21表01行(54)列
決算統計21表01行(55)列
【控除】
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子ど
も手当を含む人件費に係るもの
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るもの
(収)退職給与金償却額
(収)負担金
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費 決算統計21表01行(15)列

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子ど
も手当に係る額

補助金等 （収）負担金

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて行っ
た場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計20表01行(52)列
決算統計21表01行(27)列
決算統計21表01行(56)列
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち他会計負担金（決算統計23表01行(05)列）及び工
事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替えた（加算：連結修正）
上で相殺消去

保険料

事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

改訂モデル財務書類の科目



その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収入の
うちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：連結修正）
上で相殺消去

他会計補助金等
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収入の
うち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた（加算：連
結修正）上で相殺消去



（７）宅地造成事業（法適用）
③　純資産変動計算書（宅地造成事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
(剰)制度改正に伴う剰余金変動額（△）
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額
(剰)受贈財産評価額の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻
入）相当額を加算 。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補
助金、工事負担金及びその他が、行政コス
ト計算書の経常収益「分担金・負担金・寄付
金」等の関係科目に加算（連結修正）される
ため、それに合わせてその相当額を控除す
る。

改訂モデル財務書類の科目



（７）宅地造成事業（法適用）
④　資金収支計算書（宅地造成事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入
(貸・前)退職給与引当金
【控除】
(行)人件費のうち子ども手当に係る額
(貸)退職給付引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

(行)維持補修費
(行)その他行政コスト
(別)繰延勘定への支出額
(収)資産減耗費のうち現金支出を行った額
（別）その他支出
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除却損以外
の額

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

改訂モデル財務書類の科目



収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改良
費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取崩した基金
額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 決算統計23表01行(32)列

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
(別)投資・財務的支出の財源となった国県
補助金等

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的支出の財源として取崩した
基金額

地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資・財
務的収支の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち投資・財務的支出の財源となったもの
(別)投資・財務的支出の財源となったその
他の特定財源

期首資金残高 (貸・前)資金



（８）介護サービス事業（法適用）
①　貸借対照表（介護サービス事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 有形固定資産

①生活インフラ・国土保全

②教育

③福祉

決算統計22表01行(3)列
決算統計22表01行(4)列
決算統計22表01行(8)列
【控除】
決算統計22表01行(6)列

売却可能資産に振り替えた資産がある場合
は、当該資産にかかる計上額を控除

④環境衛生

⑤産業振興

⑥消防

⑦総務

⑧収益事業

⑨その他

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権 (別)期限から1年超滞納した貸付金・未収金

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営
企業決算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金

(3) 販売用不動産

(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

[負債の部]

１　固定負債

改訂モデル財務書類の科目



(1) 地方公共団体

①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（８）介護サービス事業（法適用）
②　行政コスト計算書（介護サービス事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給
与費）は「新会計基準移行に伴い計上されたもの」に
ついては、純資産変動計算書に計上
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、人件費に係るも
の(児童手当及び子ども手当に係るものを除く)
【控除】
決算統計21表01行(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給与金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等に加
算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等から控
除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年度期首退職
給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算する。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当組
合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにともな
い必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(24)列
決算統計21表01行(28)列
決算統計21表01行(55)列
【控除】
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当を含む
人件費に係るもの
(別)決算統計21表01行(55)列のうち、人件費に係るも
の
(収)負担金
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費 決算統計21表01行(15)列

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子
ども手当に係るもの

補助金等 （収）負担金

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて
行った場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計21表01行(18)列
決算統計20表01行(52)列
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち他会計負担金（決算統計23表01行(05)列）及び工
事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替えた（加算：連結修正）
上で相殺消去

保険料

事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収入の
うちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：連結修
正）上で相殺消去

改訂モデル財務書類の科目



他会計補助金等
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収入の
うち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた（加算：連
結修正）上で相殺消去



（８）介護サービス事業（法適用）
③　純資産変動計算書（介護サービス事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
(剰)制度改正に伴う剰余金変動額（△）
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額
(剰)受贈財産評価額の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻
入）相当額を加算。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補
助金、工事負担金及びその他が、行政コス
ト計算書の経常収益「分担金・負担金・寄付
金」等の関係科目に加算（連結修正）される
ため、それに合わせてその相当額を控除す
る。

改訂モデル財務書類の科目



（８）介護サービス事業（法適用）
④　資金収支計算書（介護サービス事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入
(貸・前)退職給与引当金
【控除】
(貸)退職給付引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

(行)維持補修費
(行)その他行政コスト
(別)繰延勘定への支出額
(収)資産減耗費のうち現金支出を行った額
（別）その他支出
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除却損以外
の額

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

改訂モデル財務書類の科目



収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改良
費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取崩した基金
額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列、(5)列及び(7)
列のうち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 決算統計23表01行(32)列

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
(別)投資・財務的支出の財源となった国県
補助金等

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的支出の財源として取崩した
基金額

地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資・財
務的収支の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列、(5)列及び(7)
列のうち投資・財務的支出の財源となったも
の
(別)投資・財務的支出の財源となったその

期首資金残高 (貸・前)資金



（９）ガス事業（法定用）
①　貸借対照表（ガス事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 有形固定資産

①生活インフラ・国土保全

決算統計22表01行(3)列
決算統計22表01行(4)列
決算統計22表01行(8)列
【控除】
決算統計22表01行(6)列

売却可能資産に振り替えた資産がある場合
は、当該資産にかかる計上額を控除

②教育

③福祉

④環境衛生

⑤産業振興

⑥消防

⑦総務

⑧収益事業

⑨その他

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権 (別)期限から1年超滞納した貸付金・未収金

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営
企業決算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金

(3) 販売用不動産

(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

[負債の部]

１　固定負債

改訂モデル財務書類の科目



(1) 地方公共団体

①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列
決算統計22表01行(25)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（９）ガス事業（法定用）
②　行政コスト計算書（ガス事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給
与費）は「新会計基準移行に伴い計上されたもの」に
ついては、純資産変動計算書に計上
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、人件費に係るも
の（児童手当及び子ども手当に係るものを除く）
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るも
の
【控除】
決算統計21表01行(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給与金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等に加
算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等から控
除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年度期首退職
給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算する。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当組
合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにともな
い必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(17)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(28)列
決算統計21表01行(54)列
決算統計21表01行(55)列
【控除】
決算統計20表01行(36)列
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当を含む
人件費に係るもの
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るも
の
(収)負担金
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費 決算統計21表01行(15)列

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子
ども手当に係るもの

補助金等 （収）負担金

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて
行った場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計20表01行(36)列
決算統計21表01行(56)列
決算統計20表01行(52)列
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち工事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替え
た（加算：連結修正）上で相殺消去

保険料

事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

改訂モデル財務書類の科目



その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収入の
うちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：連結修
正）上で相殺消去

他会計補助金等

決算統計20表01行(13)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収入の
うち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた（加算：連
結修正）上で相殺消去



（９）ガス事業（法定用）
③　純資産変動計算書（ガス事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
(剰)制度改正に伴う剰余金変動額（△）
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻
入）相当額を加算。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補
助金、工事負担金及びその他が、行政コス
ト計算書の経常収益「分担金・負担金・寄付
金」等の関係科目に加算（連結修正）される
ため、それに合わせてその相当額を控除す
る。

改訂モデル財務書類の科目



（９）ガス事業（法定用）
④　資金収支計算書（ガス事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入
(貸)退職給与引当金
【控除】
(貸・前)退職給付引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

(行)維持補修費
(行)その他行政コスト
(別)繰延勘定への支出額
(収)資産減耗費のうち現金支出を行った額
（別）その他支出
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除却損以外
の額

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

改訂モデル財務書類の科目



収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改良
費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取崩した基金
額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 決算統計23表01行(32)列

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
(別)投資・財務的支出の財源となった国県
補助金等

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的支出の財源として取崩した
基金額

地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資・財
務的収支の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列及び(7)列のう
ち投資・財務的支出の財源となったもの
(別)投資・財務的支出の財源となったその
他の特定財源

期首資金残高 (貸・前)資金



（10）電気事業（法適用）
①　貸借対照表（電気事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

[資産の部]

１　公共資産

(1) 有形固定資産

①生活インフラ・国土保全

決算統計22表01行(3)列
決算統計22表01行(4)列
決算統計22表01行(8)列
【控除】
決算統計22表01行(6)列

売却可能資産に振り替えた資産がある場合
は、当該資産にかかる計上額を控除

②教育

③福祉

④環境衛生

⑤産業振興

⑥消防

⑦総務

⑧収益事業

⑨その他

(2) 無形固定資産 決算統計22表01行(9）列

(3) 売却可能資産

当初の用途が見込まれなくなり売却等が可
能な資産を保有している場合は、当該資産
を売却可能資産として有形固定資産から振
り替えて区分計上

２　投資等

(1) 投資及び出資金
決算統計22表02行(5)列
(貸)投資有価証券

(2) 貸付金

決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(12)列
【控除】
(別)返済期限内に返済されなかった貸付金

(3) 基金等 決算統計22表02行(11)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を計上

(4) 長期延滞債権 (別)期限から1年超滞納した貸付金・未収金

(5) その他

決算統計22表01行(10)列
【控除】
決算統計22表02行(5)列
決算統計22表02行(8)列
決算統計22表02行(11)列
(貸)投資有価証券

(6) 回収不能見込額
（別）長期延滞債権に係る貸倒引当金（公営
企業決算書（貸借対照表）参照）

３　流動資産

(1) 資金 決算統計22表01行(15)列

(2) 未収金

決算統計22表01行(16)列
(別)返済期限から1年内滞納した貸付金
【控除】
(別)期限から1年超滞納した未収金

(3) 販売用不動産

(4) その他

決算統計22表01行(14)列
【控除】
決算統計22表01行(15)列
決算統計22表01行(16)列
決算統計22表01行(17)列（△）
決算統計22表02行(12)列

(5) 回収不能見込額 決算統計22表01行(17)列（△）

４　繰延勘定 決算統計22表01行(20)列
退職給与金を繰延勘定として整理している
場合は取り崩す（不計上とする）

[負債の部]

１　固定負債

(1) 地方公共団体

改訂モデル財務書類の科目



①普通会計地方債

②公営事業地方債
決算統計22表01行(23)列
決算統計22表01行(24)列
決算統計22表01行(25)列

(2) 関係団体

①一部事務組合・広域連合地方債

②地方三公社長期借入金

③第三セクター等長期借入金

(3) 長期未払金 決算統計22表01行(29)列

(4) 引当金

（うち退職手当等引当金） 決算統計22表01行(74)列
退職手当組合に対する積立金がある場合
は、持分相当額を追加計上
翌年度支払予定退職手当相当額を控除

（　　その他の引当金）
決算統計22表01行(28）列
【控除】
決算統計22表01行(74)列

(5) その他

決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列
決算統計22表01行(30)列
決算統計22表01行(42)列

決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））の純資産への振替修
正が必要（公営企業会計にある長期前受金
の考え方は普通会計では採用されていない
ため）

（うち 他会計借入金）
決算統計22表01行(26)列
決算統計22表01行(27)列

２　流動負債

(1) 翌年度償還予定額

①地方公共団体
決算統計22表01行(32)列
決算統計22表01行(33)列

②関係団体

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 決算統計22表01行(38)列

(3) 未払金
決算統計22表01行(37)列
決算統計22表01行(39)列

(4) 翌年度支払予定退職手当
翌年度支払予定退職手当相当額を退職給
付引当金から振替え

(5) 賞与引当金 決算統計22表02行(1)列

(6) その他

決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列
決算統計22表01行(36)列
決算統計22表01行(40)列
決算統計22表01行(41)列
【控除】
決算統計22表02行(1)列

（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）
決算統計22表01行(34)列
決算統計22表01行(35)列

[純資産の部] 資産合計－負債合計



（10）電気事業（法適用）
②　行政コスト計算書（電気事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

経常行政コスト

人件費

決算統計21表01行(6)列
決算統計20表01行(53)列
※決算統計20表01行(53)列（特別損失のうち、職員給
与費）は「新会計基準移行に伴い計上されたもの」に
ついては、純資産変動計算書に計上
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、人件費に係るも
の(児童手当及び子ども手当に係るものを除く）
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るも
の
【控除】
決算統計21表01行(4)列

退職手当引当金繰入等
決算統計21表01行(4)列
(収)退職給与金償却額

当年度退職給与金新規計上額は全額退職手当等引当金繰入等に加
算し、当年度退職給与金償却額は退職手当等引当金繰入等から控
除する。なお連結財務書類作成初年度については、当年度期首退職
給与金残高を全額退職手当等引当金繰入等に加算する。
貸借対照表において、退職手当等引当金の額の修正や退職手当組
合積立金の計上を普通会計に準じて行った場合には、それにともな
い必要となる額の加減算を行う。

賞与引当金繰入等

物件費

決算統計21表01行(12)列
決算統計21表01行(13)列
決算統計21表01行(14)列
決算統計21表01行(19)列
決算統計21表01行(28)列
決算統計21表01行(54)列
決算統計21表01行(55)列
【控除】
決算統計20表01行(36)列
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子
ども手当を含む人件費に係るもの
(別)決算統計21表01行(54)列のうち、人件費に係るも
の
(収)負担金
(収)退職給与金償却額
(収)雑費
(収)雑支出

維持補修費 決算統計21表01行(15)列

減価償却費 決算統計21表01行(11)列

社会保障給付
(別)決算統計21表01行(28)列のうち、児童手当及び子
ども手当に係る額

補助金等 決算統計21表01行（27）列

他会計等への支出額

他団体への公共資産整備補助金等

支払利息 決算統計21表01行(7)列

回収不能見込計上額 (収)不納欠損額
貸借対照表において回収不能見込額の計上を普通会計に準じて行っ
た場合には、それにともない必要となる額の計上を行う。

その他行政コスト

決算統計20表01行(36)列
決算統計21表01行(56)列
決算統計20表01行(52)列
(収)雑費
(収)雑支出
【控除】
決算統計20表01行(53)列
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損
(収)不納欠損額

経常収益

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

資本的収入のうち他会計負担金（決算統計23表01行(05)列）及び工
事負担金（決算統計23表01行(11)列）を振り替えた（加算：連結修正）
上で相殺消去

保険料

事業収益

決算統計20表01行(1)列
【控除】
決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(21)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(49)列
決算統計20表01行(50)列
決算統計20表01行(51)列
(収)負担金（連結対象外からの負担金のみ）
(収)加入金

改訂モデル財務書類の科目



その他特定行政サービス収入

決算統計20表01行(16)列
決算統計20表01行(17)列
決算統計20表01行(21)列
決算統計20表01行(22)列
決算統計20表01行(24)列
決算統計20表01行(51)列

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻入）を控除し、資本的収入の
うちその他（決算統計23表01行(12)列）を振り替えた（加算：連結修正）
上で相殺消去

他会計補助金等
決算統計20表01行(20)列
決算統計20表01行(23)列
決算統計20表01行(49)列

決算統計20表01行(23)列（資本費繰入収益）を控除し、資本的収入の
うち他会計補助金（決算統計23表01行(07)列）を振り替えた（加算：連
結修正）上で相殺消去



（10）電気事業（法適用）
③　純資産変動計算書（電気事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

期首純資産残高 (前・貸)純資産残高

純経常行政コスト 行政コスト計算書末尾

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列
(剰)国県補助金　当年度発生高

臨時損益

決算統計20表01行(50)列
【控除】
(収)固定資産除却費
(収)固定資産売却損

出資の受入・新規設立

(貸)資本金
【控除】
(貸・前)資本金
(別)利益剰余金の処分による資本金の当年
度増加額

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入 (剰)受贈財産評価額　当年度発生高

その他

(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の当年度末残高
決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻
入）相当額を控除。
【控除】
(剰)国県補助金・受贈財産評価額以外の資
本剰余金の前年度末残高
(剰)国県補助金の当年度処分額
(剰)受贈財産評価額の当年度処分額

決算統計20表01行(22)列（長期前受金戻
入）相当額を加算。
決算統計22表01行(42)列（長期前受金（収
益化累計額控除後））を加算
資本的収入のうち他会計負担金、他会計補
助金、工事負担金及びその他が、行政コス
ト計算書の経常収益「分担金・負担金・寄付
金」等の関係科目に加算（連結修正）される
ため、それに合わせてその相当額を控除す
る。

改訂モデル財務書類の科目



（10）電気事業（法適用）
④　資金収支計算書（電気事業（法適用））

決算統計の項目・
法定決算書類の項目など

組替え後に必要な連結修正等

１　経常的収支の部

支出

人件費

(行)人件費
(行)退職手当等引当金繰入
(貸・前)退職給与引当金
【控除】
(貸)退職給付引当金

物件費 (行)物件費

社会保障給付 (行)社会保障給付

補助金等 (行)補助金等

支払利息 (行)支払利息

他会計への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

(行)維持補修費
(行)その他行政コスト
(別)繰延勘定への支出額
(収)資産減耗費のうち現金支出を行った額
（別）その他支出
【控除】
決算統計20表01行(44)列
(収)資産減耗費のうち固定資産除却損以外
の額

収入

地方税

地方交付税

国県補助金等
決算統計20表01行(18)列
決算統計20表01行(19)列

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金 (行)分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入 (行)事業収益

諸収入 (行)その他特定行政サービス収入

地方債発行額
(別)固定負債の部に計上された企業債、再
建債の当年度発行額

長期借入金借入額
(別)固定負債の部に計上された他会計借入
金の当年度借入額

短期借入金増加額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を超えるときのその額

基金取崩額
(別)基金取崩額のうち、公共資産整備収支
の部及び投資・財務的収支の部に計上され
た額を除いた額

他会計補助金等 (行)他会計補助金等

その他収入 (別)その他収入

２　公共資産整備収支の部

支出

公共資産整備支出 決算統計23表01行(17)列

公共資産整備補助金等支出

他会計への建設費充当財源繰出支出 決算統計23表01行(39)列

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出
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収入

国県補助金等
決算統計23表01行(27)列
決算統計23表01行(28)列

地方債発行額 決算統計23表01行(2)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち建設改良
費の財源となったもの

基金取崩額
(別)建設改良費の財源として取崩した基金
額

他会計補助金等
(別)決算統計23表01行(4)列、(5)列及び(7)
列のうち建設改良費の財源となったもの

その他収入
決算統計23表01行(11)列
(別)決算統計23表01行(12)列のうち建設改
良費の財源となったもの

３　投資・財務的収支の部

支出

投資及び出資金 (別)投資及び出資金への支出額

貸付金 (別)当年度貸付額

基金積立額 (別)基金への積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額 決算統計23表01行(32)列

長期借入金返済額 (別)長期借入金当年度返済額

短期借入金減少額

決算統計22表01行(38)列
【控除】
(前)決算統計22表01行(38)列

が0を下回るときのその額

収益事業純支出

その他支出

収入

国県補助金等
(別)投資・財務的支出の財源となった国県
補助金等

貸付金回収額 (別)当年度貸付金回収元金

基金取崩額
(別)投資・財務的支出の財源として取崩した
基金額

地方債発行額 決算統計23表01行(3)列

長期借入金借入額
(別)決算統計23表01行(6)列のうち投資・財
務的収支の財源となったもの

公共資産等売却収入

決算統計23表01行(8)列
(収)固定資産売却益
【控除】
(収)固定資産売却損

収益事業純収入

その他収入

(別)決算統計23表01行(4)列、(5)列及び(7)
列のうち投資・財務的支出の財源となったも
の
(別)投資・財務的支出の財源となったその

期首資金残高 (貸・前)資金
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