
令 和 ５ 年 ３ 月 ３ 日

総務省自治財政局財務調査課

財務書類等の活用に関する
実態調査について

資料２



○ 現行の選択肢を緩和し、各団体の取組が「活用」だと認識しやすいよう改善。（選択肢の修正一覧は次ページ）

【具体例】 ・施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した

→施設別・事業別等の行政コストを計算し、業務の参考とした

必ずしも行政コスト計算書を作成しなくてよいよう改善

・公共施設等総合管理計画の策定や改訂時に財務書類や固定資産台帳の情報を活用した

→公共施設等総合管理計画の策定や改訂時に、財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を使った

地方公会計情報の出典を限定しないよう改善 1

（単位：団体）

※ 合計の％表示については、1,788団体を分母として計算。
※ 複数回答あり。

財務書類や固定資産台帳の情報を基に、各種指標の分析を行っ
た

19 (40.4%) 970 (55.7%) 13 (65.0%) 957 (55.6%) 989 (55.3%) 963 (53.9%)

施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した 2 (4.3%) 73 (4.2%) 4 (20.0%) 69 (4.0%) 75 (4.2%) 86 (4.8%)

公共施設等総合管理計画または個別施設計画の策定や改訂時
に財務書類や固定資産台帳の情報を活用した

8 (17.0%) 400 (23.0%) 4 (20.0%) 396 (23.0%) 408 (22.8%) 211 (11.8%)

公共施設の見直し等を行う際の検討材料として、財務書類や固定
資産台帳の情報を利用し、施設の適正管理に活用した

1 (2.1%) 60 (3.4%) 2 (10.0%) 58 (3.4%) 61 (3.4%) 97 (5.4%)

決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として
活用した

9 (19.1%) 230 (13.2%) 6 (30.0%) 224 (13.0%) 239 (13.4%) 218 (12.2%)

簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく
財政状況を説明した

37 (78.7%) 412 (23.7%) 12 (60.0%) 400 (23.2%) 449 (25.1%) 480 (26.8%)

財務書類や固定資産台帳の情報を基に、地方債の説明会におい
て財政状況を説明した

12 (25.5%) 7 (0.4%) 4 (20.0%) 3 (0.2%) 19 (1.1%) 26 (1.5%)

未利用財産の売却時等に固定資産台帳を活用した 1 (2.1%) 28 (1.6%) 0 (0.0%) 28 (1.6%) 29 (1.6%) 23 (1.3%)

上記以外の活用 3 (6.4%) 66 (3.8%) 3 (15.0%) 63 (3.7%) 69 (3.9%) 65 (3.6%)

※参考
　前年度の状況

区分 都道府県 市区町村 合計指定都市
指定都市除く
市区町村

○ 毎年度実施している地方公会計の活用調査について、各団体の活用状況をより正確に把握するため、設問の選択肢
を修正した上で、改めて全団体に対して調査を実施。（回答数：1,777団体（99.4％））

○ 調査対象期間を、既に実施した令和3年度分の活用調査（結果は下記参照）と同一にして、回答率の変化を検証。

毎年度の活用アンケートの改善

財務書類等の活用に関する実態調査


マスタ



		No.		調査項目 チョウサ コウモク		選択肢 センタクシ										都道府県 トドウフケン		政令市 セイレイ シ		市町村 シチョウソン												No.		調査項目 チョウサ コウモク		選択肢 センタクシ										一組等 イチ クミ トウ

		1		一般会計等財務書類
財務４表 イッパン カイケイナド ザイム ショルイ ザイム ヒョウ		①		作成済み サクセイ ズ								42		20		1,473												1		作成すべき財務書類 サクセイ ザイム ショルイ		①		一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ								1314

										完成時期 カンセイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ヘイネン ガツ		0		0		8																②		全体財務書類 ゼンタイ ザイム ショルイ								278

														令和２年７～９月 レイワ ネン ガツ		2		3		66																③		連結財務書類 レンケツ ザイム ショルイ								538

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		10		4		110																④		作成すべき財務書類なし サクセイ ザイム ショルイ								136

														令和３年１～３月 レイワ ネン ガツ		30		13		1,277												2		一般会計等財務書類 イッパン カイケイナド ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								1239

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		41		20		1,150																②		附属明細書 フゾク メイサイショ								891

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		31																③		注記 チュウキ								766

														公表していない コウヒョウ		1		0		230																④		全て未作成 スベ ミサクセイ								75

														その他 タ		0		0		61												3		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								265

						②		作成中 サクセイチュウ								5		0		213																②		附属明細書 フゾク メイサイショ								197

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和３年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		0		106																③		注記 チュウキ								177

														令和３年７～９月		1		0		55																④		全て未作成 スベ ミサクセイ								13

														令和３年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		29												4		連結財務書類 レンケツ ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								512

														令和４年１～３月		0		0		21																②		附属明細書 フゾク メイサイショ								328

														令和４年４月以降 イコウ		0		0		1																③		注記 チュウキ								335

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		35																④		全て未作成 スベ ミサクセイ								26

		2		一般会計等財務書類
附属明細書 イッパン カイケイナド ザイム ショルイ フゾク メイサイショ		①		作成済み サクセイ ズ								30		16		1,181												5		作成方法 サクセイ ホウホウ		①		日々仕訳 ヒビ シワケ								105

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		27		13		611																②		期末一括仕訳 キマツ イッカツ シワケ								1272

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		82																				仕訳時期 シワケ ジキ				年度末１回 ネンドマツ カイ		1265

														公表していない コウヒョウ		3		3		452																								その他 タ		7

														その他 タ		0		0		34												6		開始時固定資産台帳 カイシジ コテイシサン ダイチョウ		①		整備済み セイビ ズ								1209

						②		作成済み（不足する附属明細書あり）								8		2		122																②		整備中 セイビチュウ								69

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		8		2		43																③		未着手 ミチャクシュ								99

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		4												7		H30固定資産台帳 コテイシサン ダイチョウ		①		整備・更新済み セイビ コウシン ズ								1106

														公表していない コウヒョウ		0		0		72																②		整備・更新済み更新中 セイビ コウシン ズ コウシンチュウ								156

														その他 タ		0		0		3																③		未着手 ミチャクシュ								115

						③		作成中 サクセイチュウ								5		1		278

						④		未着手 ミチャクシュ								4		1		140

		3		一般会計等財務書類
注記 イッパン カイケイナド ザイム ショルイ チュウキ		①		作成済み サクセイ ズ								40		18		1,303

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		37		15		773

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		74

														公表していない コウヒョウ		3		3		420

														その他 タ		0		0		35

						②		作成中 サクセイチュウ								5		1		286

						③		未着手 ミチャクシュ								2		1		132

		5		H30財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								47		20		1,629

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								38		18		1,424

										作成状況 サクセイ ジョウキョウ				全て作成済み スベ サクセイ ズ		30		14		1,235

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		8		4		189

						③		注記 チュウキ								42		16		1,384

		6		H29財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								46		20		1,653

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								37		17		1,386

										作成状況 サクセイ ジョウキョウ				全て作成済み スベ サクセイ ズ		29		11		1,167

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		8		6		219

						③		注記 チュウキ								41		15		1,329

		7		全体財務書類
財務４表 ゼンタイ ザイム ショルイ ザイム ヒョウ		①		作成済み サクセイ ズ								42		17		1,430

										完成時期 カンセイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ヘイネン ガツ		0		0		8

														令和２年７～９月 レイワ ネン ガツ		3		2		40

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		6		3		87

														令和３年１～３月 レイワ ネン ガツ		33		12		1,293

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		41		17		1,071

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		39

														公表していない コウヒョウ		1		0		261

														その他 タ		0		0		55

						②		作成中 サクセイチュウ								5		3		241

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和３年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		3		126

														令和３年７～９月		1		0		57

														令和３年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		26

														令和４年１～３月		0		0		28

														令和４年４月以降 イコウ		0		0		3

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		50

		8		全体財務書類
附属明細書 ゼンタイ ザイム ショルイ フゾク メイサイショ		①		作成済み サクセイ ズ								25		9		1,006

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		22		7		505

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		82

														公表していない コウヒョウ		3		2		389

														その他 タ		0		0		30

						②		作成済み（不足する附属明細書あり）								4		2		163

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		1		2		55

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		4

														公表していない コウヒョウ		3		0		99

														その他 タ		0		0		3

						③		作成中 サクセイチュウ								4		3		293

						④		未着手 ミチャクシュ								14		6		259

		9		全体財務書類
注記 ゼンタイ ザイム ショルイ チュウキ		①		作成済み サクセイ ズ								33		11		1,220

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		30		9		695

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		79

														公表していない コウヒョウ		3		2		416

														その他 タ		0		0		30

						②		作成中 サクセイチュウ								6		3		306

						③		未着手 ミチャクシュ								8		6		195

		10		H30財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								46		20		1,581

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								28		13		1,230

										作成状況 サクセイ ジョウキョウ				全て作成済み スベ サクセイ ズ		23		9		1,010

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		5		4		220

						③		注記 チュウキ								33		12		1,249

		11		連結財務書類
財務４表 レンケツ ザイム ショルイ ザイム ヒョウ		①		作成済み サクセイ ズ								42		17		1,353

										完成時期 カンセイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ヘイネン ガツ		0		0		9

														令和２年７～９月 レイワ ネン ガツ		2		1		11

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		7		2		48

														令和３年１～３月 レイワ ネン ガツ		33		14		1,284

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		41		17		1,029

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		33

														公表していない コウヒョウ		1		0		238

														その他 タ		0		0		51

						②		作成中 サクセイチュウ								5		3		297

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和３年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		3		149

														令和３年７～９月		1		0		72

														令和３年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		32

														令和４年１～３月		0		0		34

														令和４年４月以降 イコウ		0		0		9

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		71

		12		連結財務書類
附属明細書 レンケツ ザイム ショルイ フゾク メイサイショ		①		作成済み サクセイ ズ								22		9		858

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		19		7		417

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		74

														公表していない コウヒョウ		3		2		342

														その他 タ		0		0		25

						②		作成済み（不足する附属明細書あり）								6		2		146

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		3		2		53

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		4

														公表していない コウヒョウ		3		0		87

														その他 タ		0		0		2

						③		作成中 サクセイチュウ								4		3		317

						④		未着手 ミチャクシュ								15		6		401

		13		連結財務書類
注記 レンケツ ザイム ショルイ チュウキ		①		作成済み サクセイ ズ								33		11		1,136

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		30		9		645

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		0		75

														公表していない コウヒョウ		3		2		386

														その他 タ		0		0		30

						②		作成中 サクセイチュウ								6		3		319

						③		未着手 ミチャクシュ								8		6		266

		14		H30財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								47		19		1,544

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								28		12		1,093

										作成状況 サクセイ ジョウキョウ				全て作成済み スベ サクセイ ズ		22		9		862

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		6		3		231

						③		注記 チュウキ								35		11		1,153

		15		作成方法 サクセイ ホウホウ		①		日々仕訳 ヒビ シワケ								6		2		137

						②		期末一括仕訳 キマツ イッカツ シワケ								41		18		1,584

										仕訳時期 シワケ ジキ				年度末１回 ネンドマツ カイ		40		17		1,570

														その他 タ		1		1		14

		16		効率化・早期化 コウリツカ ソウキ カ		①		予算仕訳 ヨサン シワケ								9		4		331

						②		その他の取組								5		3		124

		17		チェック体制 タイセイ		①		財務書類作成チェックリスト ザイム ショルイ サクセイ								28		7		490

						②		独自チェックリスト								6		4		71

						③		外部委託								9		8		948

						④		未整備 ミセイビ								2		1		148

						⑤		その他 タ								2		0		63

		18		開始時固定資産台帳 カイシジ コテイシサン ダイチョウ		①		整備済み セイビ ズ								47		20		1,699

						②		整備中 セイビチュウ								0		0		21

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和３年４～６月 レイワ ネン ガツ		0		0		4

														令和３年７～９月		0		0		2

														令和３年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		1

														令和４年１～３月		0		0		9

														令和４年４月以降 イコウ		0		0		4

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		1

		19		R1固定資産台帳 コテイシサン ダイチョウ		①		整備・更新済み セイビ コウシン ズ								38		20		1,474

										完成時期 カンセイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ヘイネン ガツ		0		0		40

														令和２年７～９月 レイワ ネン ガツ		5		4		118

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		11		3		175

														令和３年１～３月 レイワ ネン ガツ		22		13		1,137

										公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ				当該団体ホームページ等により電子データで公表 トウガイ ダンタイ トウ デンシ コウヒョウ		19		7		574

														窓口等において紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		1		0		108

														公表していない コウヒョウ		17		12		740

														その他 タ		1		1		50

						②		整備・更新済み更新中 セイビ コウシン ズ コウシンチュウ								9		0		227

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和３年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		0		90

														令和３年７～９月		4		0		59

														令和３年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		24

														令和４年１～３月		1		0		46

														令和４年４月以降 イコウ		0		0		7

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		20

		20		H30固定資産台帳 コテイシサン ダイチョウ		①		整備・更新済み セイビ コウシン ズ								47		20		1,625

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								0		0		80

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		16

		21		H29固定資産台帳 コテイシサン ダイチョウ		①		整備・更新済み セイビ コウシン ズ								47		20		1,658

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								0		0		46

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		17

		22		固定資産台帳管理状況 コテイ シサン ダイチョウ カンリ ジョウキョウ		①		システム								36		8		1,150

						②		エクセル等 トウ								9		10		535

						③		その他 タ								2		2		36

		23		システムとの連携 レンケイ		①		その他の資産台帳と一元化 タ シサン ダイチョウ イチゲン カ								2		1		131

						②		その他の資産台帳と連携 タ シサン ダイチョウ レンケイ								10		2		130

						③		独立的に運用 ドクリツテキ ウンヨウ								24		5		891

		24		平成30年度中における財務書類の活用状況等 ヘイセイ ネンド チュウ ザイム ショルイ カツヨウ ジョウキョウ トウ		①		財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った ザイム ショルイ トウ ジョウホウ モト カクシュ シヒョウ ブンセキ オコナ								17		14		932

						②		施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した シセツベツ ジギョウベツ トウ ギョウセイ ケイサンショ トウ ザイム ショルイ サクセイ								4		3		79

						③		公共施設等総合管理計画または個別施設計画の策定や改訂時に財務書類等の情報を活用した コウキョウ シセツ トウ ソウゴウ カンリ ケイカク コベツ シセツ ケイカク サクテイ カイテイ ジ カツヨウ								4		4		203

						④		公共施設の見直し等を行う際の検討材料として、財務書類等の情報を利用し、施設の適正管理に活用した コウキョウ シセツ ミナオ トウ オコナ サイ ケントウ ザイリョウ ザイム ショルイ トウ ジョウホウ リヨウ シセツ テキセイ カンリ カツヨウ								0		3		94

						⑤		決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として活用した ケッサン シンサ ホソク シリョウ ギカイ セツメイ シリョウ カツヨウ								7		6		205

						⑥		簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく財政状況を説明した カンイ ヨウヤク ザイム ショルイ サクセイ ジュウミン ワ ザイセイ ジョウキョウ セツメイ								39		14		427

						⑦		財務書類等の情報を基に、地方債の説明会において財政状況を説明した ザイム ショルイ トウ ジョウホウ モト チホウサイ セツメイカイ ザイセイ ジョウキョウ セツメイ								11		7		8

						⑧		財務書類等の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集を行った ザイム ショルイ トウ ジョウホウ モト ジギョウ ナド テイアン ボシュウ オコナ								0		0		0

						⑨		未利用財産売却 ミリヨウ ザイサン バイキャク								0		0		23

						⑩		その他 タ								2		3		60

						⑪		活用していない カツヨウ								2		2		392

		25		使用料等 シヨウ リョウ トウ		①		使用料・手数料の見直し・改定を行った。								37		11		281

						②		使用料・手数料の見直し・改定は行っていない。								10		9		1438

		26		使用料等に係る活用状況 シヨウ リョウ トウ カカワ カツヨウ ジョウキョウ		①		活用した カツヨウ								1		0		19

						②		活用していない カツヨウ								36		11		281





過年度からの比較



				○作成状況調査回答団体数 サクセイ ジョウキョウ チョウサ カイトウ ダンタイスウ

								都道府県 ト ドウフケン		市区町村 シク チョウソン						合計 ゴウケイ

												指定都市 シテイ トシ		指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				R3.4調査（R3.3.31時点） チョウサ ジテン

				財務４表 ザイム ヒョウ

						R1決算 ケッサン		42		1,493		20		1,473		1,535		(85.9%)

						H30決算 ケッサン		47		1,649		20		1,629		1,696		(94.9%)

						H29決算 ケッサン		46		1,673		20		1,653		1,719		(96.1%)

				固定資産台帳 コテイシサン ダイチョウ

						R1決算 ケッサン		38		1,494		20		1,474		1,532		(85.7%)

						H30決算 ケッサン		47		1,645		20		1,625		1,692		(94.6%)

						H29決算 ケッサン		47		1,678		20		1,658		1,725		(96.5%)

				R2.4調査（R2.3.31時点） チョウサ ジテン

				財務４表 ザイム ヒョウ

						H30決算 ケッサン		42		1,396		19		1,377		1,438		(80.4%)

						H29決算 ケッサン		46		1,644		20		1,624		1,690		(94.5%)

						H28決算 ケッサン		40		1,615		20		1,595		1,655		(92.6%)

				固定資産台帳 コテイシサン ダイチョウ

						H30決算 ケッサン		43		1,442		19		1,423		1,485		(83.1%)

						H29決算 ケッサン		46		1,646		20		1,626		1,692		(94.6%)

						H28決算 ケッサン		44		1,674		20		1,654		1,718		(96.1%)

				H31.8調査（R1.8.31時点） チョウサ ジテン

				財務４表 ザイム ヒョウ

						H29決算 ケッサン		42		1,514		19		1,495		1,556		(87.0%)

				固定資産台帳 コテイシサン ダイチョウ

						H30決算 ケッサン		6		236		5		231		242		(13.5%)

						H29決算 ケッサン		46		1,595		20		1,575		1,641		(91.8%)

				H31.4調査（H31.3.31時点） チョウサ ジテン

				財務４表（いずれか作成） ザイム ヒョウ サクセイ				44		1,651		20		1,631		1,695		(94.8%)

						H29決算 ケッサン		39		1,401		18		1,383		1,440		(80.5%)

						H28決算以前のみ ケッサン イゼン		5		250		2		248		255		(14.3%)

				固定資産台帳（いずれか整備） コテイシサン ダイチョウ セイビ				47		1,731		20		1,711		1,778		(99.4%)

						H29決算 ケッサン		42		1,418		18		1,400		1,460		(81.7%)

						H28決算以前のみ ケッサン イゼン		5		313		2		311		318		(17.8%)

				H30.4調査（H30.3.31時点） チョウサ ジテン

				財務４表（いずれか作成） ザイム ヒョウ サクセイ				41		1,536		19		1,517		1,577		(88.2%)

						H28決算 ケッサン		36		1,429		19		1,410		1,465		(81.9%)

						H27決算以前のみ ケッサン イゼン		0		15		0		15		15		(0.8%)

						H29から日々仕訳 ヒビ シワケ		5		92		0		92		97		(5.4%)

				固定資産台帳（いずれか整備） コテイシサン ダイチョウ セイビ				43		1,661		19		1,642		1,704		(95.3%)

						H28決算 ケッサン		41		1,574		18		1,556		1,615		(90.3%)

						H27決算 ケッサン		42		1,629		19		1,610		1,671		(93.5%)

				H29.4調査（H29.3.31時点） チョウサ ジテン

				財務４表 ザイム ヒョウ

						H27決算 ケッサン		0		168		1		167		168		(9.4%)

				固定資産台帳 コテイシサン ダイチョウ

						H27決算 ケッサン		17		1,228		10		1,218		1,245		(69.6%)





一般会計

				○統一的な基準による財務書類の作成状況等（一般会計等財務書類） トウイツテキ キジュン ザイムショルイ サクセイ ジョウキョウ トウ イッパン カイケイ トウ ザイム ショルイ

				対象団体 タイショウ ダンタイ				47				1741				20				1721				1788



				◆ R1決算財務４表作成状況 ケッサン ザイム ヒョウ サクセイ ジョウキョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				42		(89.4%)		1,493		(85.8%)		20		(100.0%)		1,473		(85.6%)		1,535		(85.9%)

				完成時期 カンセイ ジキ		令和２年４～令和２年６月 レイワ ネン レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		8		(0.5%)		0		(0.0%)		8		(0.5%)		8		(0.5%)

						令和２年７～９月 レイワ ネン ガツ		2		(4.8%)		69		(4.6%)		3		(15.0%)		66		(4.5%)		71		(4.6%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		10		(23.8%)		114		(7.6%)		4		(20.0%)		110		(7.5%)		124		(8.1%)

						令和３年１～３月 レイワ ネン ガツ		30		(71.4%)		1,290		(86.4%)		13		(65.0%)		1,277		(86.7%)		1,320		(86.0%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		213		(12.2%)		0		(0.0%)		213		(12.4%)		218		(12.2%)

				完成予定時期 カンセイ ヨテイ ジキ		令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		(80.0%)		106		(49.8%)		0		－		106		(49.8%)		110		(50.5%)

						令和２年７～９月		1		(20.0%)		55		(25.8%)		0		－		55		(25.8%)		56		(25.7%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		29		(13.6%)		0		－		29		(13.6%)		29		(13.3%)

						令和３年１～３月		0		(0.0%)		21		(9.9%)		0		－		21		(9.9%)		21		(9.6%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		1		(0.5%)		0		－		1		(0.5%)		1		(0.5%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		35		(2.0%)		0		(0.0%)		35		(2.0%)		35		(2.0%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ R1決算附属明細書作成状況 ケッサン フゾク メイサイショ サクセイ ジョウキョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				38		(80.9%)		1,321		(75.9%)		18		(90.0%)		1,303		(75.7%)		1,359		(76.0%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		30		(78.9%)		1,197		(90.6%)		16		(88.9%)		1,181		(90.6%)		1,227		(90.3%)

						一部不足している イチブ フソク		8		(21.1%)		124		(9.4%)		2		(11.1%)		122		(9.4%)		132		(9.7%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		279		(16.0%)		1		(5.0%)		278		(16.2%)		284		(15.9%)

				未着手 ミチャクシュ				4		(8.5%)		141		(8.1%)		1		(5.0%)		140		(8.1%)		145		(8.1%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ R1注記作成状況 チュウキ サクセイ ジョウキョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				40		(85.1%)		1,321		(75.9%)		18		(90.0%)		1,303		(75.7%)		1,361		(76.1%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		287		(16.5%)		1		(5.0%)		286		(16.6%)		292		(16.3%)

				未着手 ミチャクシュ				2		(4.3%)		133		(7.6%)		1		(5.0%)		132		(7.7%)		135		(7.6%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ 公表状況（各書類の作成済み団体が対象） コウヒョウ ジョウキョウ カク ショルイ サクセイ ズ ダンタイ タイショウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務４表（作成済み団体） ザイム ヒョウ サクセイ ズ ダンタイ				42		(89.4%)		1,493		(85.8%)		20		(100.0%)		1,473		(85.6%)		1,535		(85.9%)

				公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		41		(97.6%)		1,170		(78.4%)		20		(100.0%)		1,150		(78.1%)		1,211		(78.9%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		31		(2.1%)		0		(0.0%)		31		(2.1%)		31		(2.0%)

						公表していない コウヒョウ		1		(2.4%)		230		(15.4%)		0		(0.0%)		230		(15.6%)		231		(15.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		61		(4.1%)		0		(0.0%)		61		(4.1%)		61		(4.0%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				38		(80.9%)		1,321		(75.9%)		18		(90.0%)		1,303		(75.7%)		1,359		(76.0%)

				公表状況		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		35		(92.1%)		669		(50.6%)		15		(83.3%)		654		(50.2%)		704		(51.8%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		86		(6.5%)		0		(0.0%)		86		(6.6%)		86		(6.3%)

						公表していない コウヒョウ		3		(7.9%)		527		(39.9%)		3		(16.7%)		524		(40.2%)		530		(39.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		37		(2.8%)		0		(0.0%)		37		(2.8%)		37		(2.7%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				40		(85.1%)		1,321		(75.9%)		18		(90.0%)		1,303		(75.7%)		1,361		(76.1%)

				公表状況		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		37		(92.5%)		788		(59.7%)		15		(83.3%)		773		(59.3%)		825		(60.6%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		74		(5.6%)		0		(0.0%)		74		(5.7%)		74		(5.4%)

						公表していない コウヒョウ		3		(7.5%)		423		(32.0%)		3		(16.7%)		420		(32.2%)		426		(31.3%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.6%)		0		(0.0%)		35		(2.7%)		35		(2.6%)

				◆ H30決算財務書類作成団体 ケッサン ザイム ショルイ サクセイ ダンタイ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成済み書類 サクセイ ズ ショルイ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務４表 ザイム ヒョウ				47		(100.0%)		1,649		(94.7%)		20		(100.0%)		1,629		(94.7%)		1,696		(94.9%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				38		(80.9%)		1,442		(82.8%)		18		(90.0%)		1,424		(82.7%)		1,480		(82.8%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		30		(78.9%)		1,249		(86.6%)		14		(77.8%)		1,235		(86.7%)		1,279		(86.4%)

						一部不足している イチブ フソク		8		(21.1%)		193		(13.4%)		4		(22.2%)		189		(13.3%)		201		(13.6%)

				注記 チュウキ				42		(89.4%)		1,400		(80.4%)		16		(80.0%)		1,384		(80.4%)		1,442		(80.6%)

				◆ H29決算財務書類作成団体 ケッサン ザイム ショルイ サクセイ ダンタイ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成済み書類 サクセイ ズ ショルイ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務４表 ザイム ヒョウ				46		(97.9%)		1,673		(96.1%)		20		(100.0%)		1,653		(96.0%)		1,719		(96.1%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				37		(78.7%)		1,403		(80.6%)		17		(85.0%)		1,386		(80.5%)		1,440		(80.5%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		29		(78.4%)		1,178		(84.0%)		11		(64.7%)		1,167		(84.2%)		1,207		(83.8%)

						一部不足している イチブ フソク		8		(21.6%)		225		(16.0%)		6		(35.3%)		219		(15.8%)		233		(16.2%)

				注記 チュウキ				41		(87.2%)		1,344		(77.2%)		15		(75.0%)		1,329		(77.2%)		1,385		(77.5%)

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ				41		(97.6%)		1,170		(78.4%)		20		(100.0%)		1,150		(78.1%)		1,211		(78.9%)

				窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ				0		(0.0%)		31		(2.1%)		0		(0.0%)		31		(2.1%)		31		(2.0%)

				公表していない コウヒョウ				1		(2.4%)		230		(15.4%)		0		(0.0%)		230		(15.6%)		231		(15.0%)

				その他 タ				0		(0.0%)		61		(4.1%)		0		(0.0%)		61		(4.1%)		61		(4.0%)

				対象団体数（※） タイショウ ダンタイスウ				42				1,493				20				1,473				1,534

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				47		(100.0%)		1,649		(94.7%)		20		(100.0%)		1,629		(94.7%)		1,696		(94.9%)

				未作成 ミサクセイ				1		(80.9%)		97		(82.8%)		0		(90.0%)		97		(82.7%)		98		(82.8%)

				合計 ゴウケイ				48		(102.1%)		1,746		(100.3%)		20		(100.0%)		1,726		(100.3%)		1,794		(100.3%)

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				46		(97.9%)		1,673		(96.1%)		20		(100.0%)		1,653		(96.0%)		1,719		(96.1%)

				未作成 ミサクセイ				7		(0.0%)		126		(0.0%)		0		(0.0%)		126		(0.0%)		133		(0.0%)

				合計 ゴウケイ				53		(112.8%)		1,799		(103.3%)		20		(100.0%)		1,779		(103.4%)		1,852		(103.6%)

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				対象年度 タイショウ ネンド				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				平成29年度決算 ヘイセイ ネンド ケッサン				47		(100.0%)		1,649		(94.7%)		20		(100.0%)		1,629		(94.7%)		1,696		(94.9%)

				平成28年度決算 ヘイセイ ネンド ケッサン				46		(97.9%)		1,673		(96.1%)		20		(100.0%)		1,653		(96.0%)		1,719		(96.1%)

				対象団体 タイショウ ダンタイ				47				1,741				20				1,721				1,788



一般会計４表　未着手の理由



全体

				○統一的な基準による財務書類の作成状況等（全体財務書類） トウイツテキ キジュン ザイムショルイ サクセイ ジョウキョウ トウ ゼンタイ ザイム ショルイ

				対象団体 タイショウ ダンタイ				47				1741				20				1721				1788



				◆ R1決算財務４表作成状況 ケッサン ザイム ヒョウ サクセイ ジョウキョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				42		(89.4%)		1,447		(83.1%)		17		(85.0%)		1,430		(83.1%)		1,489		(83.3%)

				完成時期 カンセイ ジキ		平成31年４～令和元年６月 ヘイセイ ネン レイワ ガンネン ガツ		0		(0.0%)		8		(0.6%)		0		(0.0%)		8		(0.6%)		8		(0.5%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		3		(7.1%)		42		(2.9%)		2		(11.8%)		40		(2.8%)		45		(3.0%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		6		(14.3%)		90		(6.2%)		3		(17.6%)		87		(6.1%)		96		(6.4%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		33		(78.6%)		1,305		(90.2%)		12		(70.6%)		1,293		(90.4%)		1,338		(89.9%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		244		(14.0%)		3		(15.0%)		241		(14.0%)		249		(13.9%)

				完成予定時期 カンセイ ヨテイ ジキ		令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		(80.0%)		129		(52.9%)		3		(100.0%)		126		(52.3%)		133		(53.4%)

						令和２年７～９月		1		(20.0%)		57		(23.4%)		0		(0.0%)		57		(23.7%)		58		(23.3%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		26		(10.7%)		0		(0.0%)		26		(10.8%)		26		(10.4%)

						令和３年１～３月		0		(0.0%)		28		(11.5%)		0		(0.0%)		28		(11.6%)		28		(11.2%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		3		(1.2%)		0		(0.0%)		3		(1.2%)		3		(1.2%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		50		(2.9%)		0		(0.0%)		50		(2.9%)		50		(2.8%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ R1決算附属明細書作成状況 ケッサン フゾク メイサイショ サクセイ ジョウキョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				29		(61.7%)		1,180		(67.8%)		11		(55.0%)		1,169		(67.9%)		1,209		(67.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(86.2%)		1,015		(86.0%)		9		(81.8%)		1,006		(86.1%)		1,040		(86.0%)

						一部不足している イチブ フソク		4		(13.8%)		165		(14.0%)		2		(18.2%)		163		(13.9%)		169		(14.0%)

				作成中 サクセイチュウ				4		(8.5%)		296		(17.0%)		3		(15.0%)		293		(17.0%)		300		(16.8%)

				未着手 ミチャクシュ				14		(29.8%)		265		(15.2%)		6		(30.0%)		259		(15.0%)		279		(15.6%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ R1注記作成状況 チュウキ サクセイ ジョウキョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				33		(70.2%)		1,231		(70.7%)		11		(55.0%)		1,220		(70.9%)		1,264		(70.7%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		309		(17.7%)		3		(15.0%)		306		(17.8%)		315		(17.6%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		201		(11.5%)		6		(30.0%)		195		(11.3%)		209		(11.7%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ 公表状況（各書類の作成済み団体が対象） コウヒョウ ジョウキョウ カク ショルイ サクセイ ズ ダンタイ タイショウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務４表（作成済み団体） ザイム ヒョウ サクセイ ズ ダンタイ				42		(89.4%)		1,447		(83.1%)		17		(85.0%)		1,430		(83.1%)		1,489		(83.3%)

				公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		41		(97.6%)		1,088		(75.2%)		17		(100.0%)		1,071		(74.9%)		1,129		(75.8%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		39		(2.7%)		0		(0.0%)		39		(2.7%)		39		(2.6%)

						公表していない コウヒョウ		1		(2.4%)		261		(18.0%)		0		(0.0%)		261		(18.3%)		262		(17.6%)

						その他 タ		0		(0.0%)		55		(3.8%)		0		(0.0%)		55		(3.8%)		55		(3.7%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				29		(61.7%)		1,180		(67.8%)		11		(55.0%)		1,169		(67.9%)		1,209		(67.6%)

				公表状況		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		23		(79.3%)		569		(48.2%)		9		(81.8%)		560		(47.9%)		592		(49.0%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		86		(7.3%)		0		(0.0%)		86		(7.4%)		86		(7.1%)

						公表していない コウヒョウ		6		(20.7%)		490		(41.5%)		2		(18.2%)		488		(41.7%)		496		(41.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		33		(2.8%)		0		(0.0%)		33		(2.8%)		33		(2.7%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				33		(70.2%)		1,231		(70.7%)		11		(55.0%)		1,220		(70.9%)		1,264		(70.7%)

				公表状況		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		30		(90.9%)		704		(57.2%)		9		(81.8%)		695		(57.0%)		734		(58.1%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		79		(6.4%)		0		(0.0%)		79		(6.5%)		79		(6.3%)

						公表していない コウヒョウ		3		(9.1%)		418		(34.0%)		2		(18.2%)		416		(34.1%)		421		(33.3%)

						その他 タ		0		(0.0%)		30		(2.4%)		0		(0.0%)		30		(2.5%)		30		(2.4%)

				◆ H30決算財務書類作成団体 ケッサン ザイム ショルイ サクセイ ダンタイ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務４表 ザイム ヒョウ				46		(97.9%)		1,601		(92.0%)		20		(100.0%)		1,581		(91.9%)		1,647		(92.1%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				28		(59.6%)		1,243		(71.4%)		13		(65.0%)		1,230		(71.5%)		1,271		(71.1%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		23		(82.1%)		1,019		(82.0%)		9		(69.2%)		1,010		(82.1%)		1,042		(82.0%)

						一部不足している イチブ フソク		5		(17.9%)		224		(18.0%)		4		(30.8%)		220		(17.9%)		229		(18.0%)

				注記 チュウキ				33		(70.2%)		1,261		(72.4%)		12		(60.0%)		1,249		(72.6%)		1,294		(72.4%)





連結

				○統一的な基準による財務書類の作成状況等（連結財務書類） トウイツテキ キジュン ザイムショルイ サクセイ ジョウキョウ トウ レンケツ ザイム ショルイ

				対象団体 タイショウ ダンタイ				47				1741				20				1721				1788



				◆R1決算財務４表作成状況 ケッサン ザイム ヒョウ サクセイ ジョウキョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				42		(89.4%)		1,370		(78.7%)		17		(85.0%)		1,353		(78.6%)		1,412		(79.0%)

				完成時期 カンセイ ジキ		令和２年４～６月 レイワ ネン ヘイネン ガツ		0		(0.0%)		9		(0.7%)		0		(0.0%)		9		(0.7%)		9		(0.6%)

						令和２年７～９月 レイワ ネン ガツ		2		(4.8%)		12		(0.9%)		1		(5.9%)		11		(0.8%)		14		(1.0%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		7		(16.7%)		50		(3.6%)		2		(11.8%)		48		(3.5%)		57		(4.0%)

						令和３年１～３月 レイワ ネン ガツ		33		(78.6%)		1,298		(94.7%)		14		(82.4%)		1,284		(94.9%)		1,331		(94.3%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		300		(17.2%)		3		(15.0%)		297		(17.3%)		305		(17.1%)

				完成予定時期 カンセイ ヨテイ ジキ		令和３年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		(80.0%)		152		(50.7%)		3		(100.0%)		149		(50.2%)		156		(51.1%)

						令和３年７～９月		1		(20.0%)		72		(24.0%)		0		(0.0%)		72		(24.2%)		73		(23.9%)

						令和３年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		32		(10.7%)		0		(0.0%)		32		(10.8%)		32		(10.5%)

						令和４年１～３月		0		(0.0%)		34		(11.3%)		0		(0.0%)		34		(11.4%)		34		(11.1%)

						令和４年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		9		(3.0%)		0		(0.0%)		9		(3.0%)		9		(3.0%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		71		(4.1%)		0		(0.0%)		71		(4.1%)		71		(4.0%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ R1決算附属明細書作成状況 ケッサン フゾク メイサイショ サクセイ ジョウキョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				28		(59.6%)		1,015		(58.3%)		11		(55.0%)		1,004		(58.3%)		1,043		(58.3%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		22		(78.6%)		867		(85.4%)		9		(81.8%)		858		(85.5%)		889		(85.2%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(21.4%)		148		(14.6%)		2		(18.2%)		146		(14.5%)		154		(14.8%)

				作成中 サクセイチュウ				4		(8.5%)		320		(18.4%)		3		(15.0%)		317		(18.4%)		324		(18.1%)

				未着手 ミチャクシュ				15		(31.9%)		407		(23.4%)		6		(30.0%)		401		(23.3%)		422		(23.6%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,742		(100.1%)		20		(100.0%)		1,722		(100.1%)		1,789		(100.1%)

				◆ R1注記作成状況 チュウキ サクセイ ジョウキョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				33		(70.2%)		1,147		(65.8%)		11		(55.0%)		1,136		(66.0%)		1,180		(66.0%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		322		(18.5%)		3		(15.0%)		319		(18.5%)		328		(18.3%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		272		(15.6%)		6		(30.0%)		266		(15.4%)		280		(15.7%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ 公表状況（各書類の作成済み団体が対象） コウヒョウ ジョウキョウ カク ショルイ サクセイ ズ ダンタイ タイショウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務４表（作成済み団体） ザイム ヒョウ サクセイ ズ ダンタイ				42		(89.4%)		1,370		(78.7%)		17		(85.0%)		1,353		(78.6%)		1,412		(79.0%)

				公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		41		(97.6%)		1,046		(76.4%)		17		(100.0%)		1,029		(76.1%)		1,087		(77.0%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		33		(2.4%)		0		(0.0%)		33		(2.4%)		33		(2.3%)

						公表していない コウヒョウ		1		(2.4%)		238		(17.4%)		0		(0.0%)		238		(17.6%)		239		(16.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		51		(3.7%)		0		(0.0%)		51		(3.8%)		51		(3.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				28		(59.6%)		1,015		(58.3%)		11		(55.0%)		1,004		(58.3%)		1,043		(58.3%)

				公表状況		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		22		(78.6%)		479		(47.2%)		9		(81.8%)		470		(46.8%)		501		(48.0%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		78		(7.7%)		0		(0.0%)		78		(7.8%)		78		(7.5%)

						公表していない コウヒョウ		6		(21.4%)		431		(42.5%)		2		(18.2%)		429		(42.7%)		437		(41.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		27		(2.7%)		0		(0.0%)		27		(2.7%)		27		(2.6%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				33		(70.2%)		1,147		(65.8%)		11		(55.0%)		1,136		(66.0%)		1,180		(66.0%)

				公表状況		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		30		(90.9%)		654		(57.0%)		9		(81.8%)		645		(56.8%)		684		(58.0%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		75		(6.5%)		0		(0.0%)		75		(6.6%)		75		(6.4%)

						公表していない コウヒョウ		3		(9.1%)		388		(33.8%)		2		(18.2%)		386		(34.0%)		391		(33.1%)

						その他 タ		0		(0.0%)		30		(2.6%)		0		(0.0%)		30		(2.6%)		30		(2.5%)

				◆ H30決算財務書類作成団体 ケッサン ザイム ショルイ サクセイ ダンタイ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務４表 ザイム ヒョウ				47		(100.0%)		1,563		(89.8%)		19		(95.0%)		1,544		(89.7%)		1,610		(90.0%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				28		(59.6%)		1,105		(63.4%)		12		(60.0%)		1,093		(63.5%)		1,133		(63.3%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		22		(78.6%)		871		(78.8%)		9		(75.0%)		862		(78.9%)		893		(78.8%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(21.4%)		234		(21.2%)		3		(25.0%)		231		(21.1%)		240		(21.2%)

				注記 チュウキ				35		(74.5%)		1,164		(66.8%)		11		(55.0%)		1,153		(67.0%)		1,199		(67.0%)





仕訳

				○統一的な基準による財務書類の作成方法 トウイツテキ キジュン ザイムショルイ サクセイ ホウホウ

				対象団体 タイショウ ダンタイ				47				1741				20				1721				1788



				◆ R1決算財務書類仕訳方法 ケッサン ザイム ショルイ シワケ ホウホウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				仕訳方法 シワケ ホウホウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ								370002		香川県				R2.3.31

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				日々仕訳 ヒビ シワケ				6		(12.8%)		139		(8.0%)		2		(10.0%)		137		(8.0%)		145		(8.1%)						141003		神奈川県		横浜市		週次及び月次で仕訳を実施

				一括仕訳 イッカツ シワケ				41		(87.2%)		1,602		(92.0%)		18		(90.0%)		1,584		(92.0%)		1,643		(91.9%)						013714		北海道		せたな町		6月～9月

						期末一括（年度末に１回仕訳） キマツ イッカツ ネンドマツ カイ シワケ		40		(97.6%)		1,587		(99.1%)		17		(94.4%)		1,570		(99.1%)		1,627		(99.0%)						015610		北海道		興部町		委託

						その他（年度内に複数回仕訳） ホカ ネンドナイ フクスウカイ シワケ		1		(2.4%)		15		(0.9%)		1		(5.6%)		14		(0.9%)		16		(1.0%)						016942		北海道		羅臼町		業者へ委託

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)						023035		青森県		今別町		令和３年１～３月

																																074462		福島県		昭和村		業者委託

																																082031		茨城県		土浦市		１２・４・８月

																																112291		埼玉県		和光市		半年に一回

				◆ 作成作業の早期化・効率化に関する取組 サクセイ サギョウ ソウキカ コウリツカ カン トリクミ																												131113		東京都		大田区		６月から12月

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ						132276		東京都		羽村市		月次で仕訳を行い、年度末に集約する。

				取組 トリクミ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ								174637		石川県		能登町		令和３年７月～９月

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン												202011		長野県		長野市		半期又は四半期ごとに実施

				予算仕訳				9		(19.1%)		335		(19.2%)		4		(20.0%)		331		(19.2%)		344		(19.2%)						292010		奈良県		奈良市		一般会計等+全体については、令和2年4月～9月に作成
連結については、令和3年1月～3月に作成

				その他の取組 タ トリクミ				5		(10.6%)		127		(7.3%)		3		(15.0%)		124		(7.2%)		132		(7.4%)						342033		広島県		竹原市		令和３年10～12月

				合計 ゴウケイ				14		(29.8%)		462		(26.5%)		7		(35.0%)		455		(26.4%)		476		(26.6%)						473251		沖縄県		嘉手納町		当該会計年度の翌年度中に仕分け

				◆ 作成した財務書類のチェック体制 サクセイ ザイム ショルイ タイセイ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				チェック体制 タイセイ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務書類作成チェックリスト				28		(59.6%)		497		(28.5%)		7		(35.0%)		490		(28.5%)		525		(29.4%)

				独自チェックリスト				6		(12.8%)		75		(4.3%)		4		(20.0%)		71		(4.1%)		81		(4.5%)

				外部委託				9		(19.1%)		956		(54.9%)		8		(40.0%)		948		(55.1%)		965		(54.0%)

				チェックしていない				2		(4.3%)		149		(8.6%)		1		(5.0%)		148		(8.6%)		151		(8.4%)

				その他 タ				2		(4.3%)		63		(3.6%)		0		(0.0%)		63		(3.7%)		65		(3.6%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,740		(99.9%)		20		(100.0%)		1,720		(99.9%)		1,787		(99.9%)



期末以外の仕訳時期



固定資産台帳

				○固定資産台帳の整備状況 コテイシサン ダイチョウ セイビ ジョウキョウ

				対象団体 タイショウ ダンタイ				47				1741				20				1721				1788



				◆ 開始時固定資産台帳 カイシジ コテイシサン ダイチョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				整備状況 セイビ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				整備済み セイビ ズ				47		(100.0%)		1,719		(98.7%)		20		(100.0%)		1,699		(98.7%)		1,766		(98.8%)

				整備中 セイビチュウ				0		(0.0%)		21		(1.2%)		0		(0.0%)		21		(1.2%)		21		(1.2%)

				整備予定時期 セイビ ヨテイ ジキ		令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		0		ERROR:#DIV/0!		4		(19.0%)		0		－		4		(19.0%)		4		(19.0%)

						令和２年７～９月		0		ERROR:#DIV/0!		2		(9.5%)		0		－		2		(9.5%)		2		(9.5%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		ERROR:#DIV/0!		1		(4.8%)		0		－		1		(4.8%)		1		(4.8%)

						令和３年１～３月		0		ERROR:#DIV/0!		9		(42.9%)		0		－		9		(42.9%)		9		(42.9%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		ERROR:#DIV/0!		4		(19.0%)		0		－		4		(19.0%)		4		(19.0%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		1		(0.1%)		0		(0.0%)		1		(0.1%)		1		(0.1%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ R2.3.31時点の状況を反映した固定資産台帳 ジテン ジョウキョウ ハンエイ コテイシサン ダイチョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				整備（更新）状況 セイビ コウシン ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				整備（更新）済み セイビ コウシン ズ				38		(80.9%)		1,494		(85.8%)		20		(100.0%)		1,474		(85.6%)		1,532		(85.7%)

				整備時期 セイビ ジキ		平成31年４～令和元年６月 ヘイセイ ネン レイワ ガンネン ガツ		0		(0.0%)		40		(2.3%)		0		(0.0%)		40		(2.7%)		40		(2.6%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		5		(13.2%)		122		(7.1%)		4		(20.0%)		118		(8.0%)		127		(8.3%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		11		(28.9%)		178		(10.4%)		3		(15.0%)		175		(11.9%)		189		(12.3%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		22		(57.9%)		1,150		(66.9%)		13		(65.0%)		1,137		(77.1%)		1,172		(76.5%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				9		(19.1%)		227		(13.0%)		0		(0.0%)		227		(13.2%)		236		(13.2%)

				整備予定時期 セイビ ヨテイ ジキ		令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		(44.4%)		90		(39.6%)		0		－		90		(39.6%)		94		(39.8%)

						令和２年７～９月		4		(44.4%)		59		(26.0%)		0		－		59		(26.0%)		63		(26.7%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		24		(10.6%)		0		－		24		(10.6%)		24		(10.2%)

						令和３年１～３月		1		(11.1%)		46		(20.3%)		0		－		46		(20.3%)		47		(19.9%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		7		(3.1%)		0		－		7		(3.1%)		7		(3.0%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		20		(1.1%)		0		(0.0%)		20		(1.2%)		20		(1.1%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ 公表状況（R2.3.31時点の状況を反映した固定資産台帳整備済み団体が対象） コウヒョウ ジョウキョウ セイビ ズ ダンタイ タイショウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				固定資産台帳（R2.3.31時点 整備済み） コテイ シサン ダイチョウ セイビ ズ				38		(80.9%)		1,494		(85.8%)		20		(100.0%)		1,474		(85.6%)		1,532		(85.7%)

				公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		19		(50.0%)		581		(33.8%)		7		(35.0%)		574		(38.9%)		600		(39.2%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		1		(2.6%)		108		(6.3%)		0		(0.0%)		108		(7.3%)		109		(7.1%)

						公表していない コウヒョウ		17		(44.7%)		752		(43.7%)		12		(60.0%)		740		(50.2%)		769		(50.2%)

						その他 タ		1		(2.6%)		51		(3.0%)		1		(5.0%)		50		(3.4%)		52		(3.4%)

				◆ H31.3.31時点の状況を反映した固定資産台帳 ジテン ジョウキョウ ハンエイ コテイシサン ダイチョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				整備（更新）状況 セイビ コウシン ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				整備（更新）済み セイビ コウシン ズ				47		(100.0%)		1,645		(94.5%)		20		(100.0%)		1,625		(94.4%)		1,692		(94.6%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				0		(0.0%)		80		(4.6%)		0		(0.0%)		80		(4.6%)		80		(4.5%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		16		(0.9%)		0		(0.0%)		16		(0.9%)		16		(0.9%)

				◆ H30.3.31時点の状況を反映した固定資産台帳 ジテン ジョウキョウ ハンエイ コテイシサン ダイチョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				整備（更新）状況 セイビ コウシン ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				整備（更新）済み セイビ コウシン ズ				47		(100.0%)		1,678		(96.4%)		20		(100.0%)		1,658		(96.3%)		1,725		(96.5%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				0		(0.0%)		46		(2.6%)		0		(0.0%)		46		(2.7%)		46		(2.6%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		17		(1.0%)		0		(0.0%)		17		(1.0%)		17		(1.0%)

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				整備（更新）状況				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				整備（更新）済み セイビ コウシン ズ				47		(100.0%)		1,645		(94.5%)		20		(100.0%)		1,625		(94.4%)		1,692		(94.6%)

				未整備（未更新） ミセイビ ミコウシン				1		(2.1%)		95		(5.5%)		0		(0.0%)		95		(5.5%)		96		(5.4%)

				合計 ゴウケイ				48		(102.1%)		1,740		(99.9%)		20		(100.0%)		1,720		(99.9%)		1,788		(100.0%)

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				整備（更新）状況 セイビ コウシン ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				整備（更新）済み セイビ コウシン ズ				47		(100.0%)		1,678		(96.4%)		20		(100.0%)		1,658		(96.3%)		1,725		(96.5%)

				未整備（未更新） ミセイビ ミコウシン				3		(6.4%)		67		(3.8%)		0		(0.0%)		67		(3.9%)		70		(3.9%)

				合計 ゴウケイ				50		(106.4%)		1,745		(100.2%)		20		(100.0%)		1,725		(100.2%)		1,795		(100.4%)

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				対象 タイショウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				平成31年３月31日時点の情報を反映 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ジテン ジョウホウ ハンエイ				47		(100.0%)		1,645		(94.5%)		20		(100.0%)		1,625		(94.4%)		1,692		(94.6%)

				平成30年３月31日時点の情報を反映 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ジテン ジョウホウ ハンエイ				47		(100.0%)		1,678		(96.4%)		20		(100.0%)		1,658		(96.3%)		1,725		(96.5%)

				対象団体 タイショウ ダンタイ				47				1,741				20				1,721				1,788





活用

				○活用状況 カツヨウ ジョウキョウ

				対象団体 タイショウ ダンタイ		47				1741				20				1721				1788				1788



				◆ 令和３年度における活用状況 レイワ ネンド カツヨウ ジョウキョウ

																								（単位：団体） タンイ ダンタイ				（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン		都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ				※参考
　前年度の状況 サンコウ ゼンネンド ジョウキョウ

														指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務書類や固定資産台帳の情報を基に、各種指標の分析を行った コテイシサン ダイチョウ		19		(40.4%)		970		(55.7%)		13		(65.0%)		957		(55.6%)		989		(55.3%)		963		(53.9%)				①

				施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した シセツベツ ジギョウベツ トウ ギョウセイ ケイサンショ トウ ザイム ショルイ サクセイ		2		(4.3%)		73		(4.2%)		4		(20.0%)		69		(4.0%)		75		(4.2%)		86		(4.8%)				②

				公共施設等総合管理計画または個別施設計画の策定や改訂時に財務書類や固定資産台帳の情報を活用した コウキョウ シセツ トウ ソウゴウ カンリ ケイカク コベツ シセツ ケイカク サクテイ カイテイ ジ コテイシサン ダイチョウ カツヨウ		8		(17.0%)		400		(23.0%)		4		(20.0%)		396		(23.0%)		408		(22.8%)		211		(11.8%)				③＋④　重複除く チョウフク ノゾ

				公共施設の見直し等を行う際の検討材料として、財務書類や固定資産台帳の情報を利用し、施設の適正管理に活用した コウキョウ シセツ ミナオ トウ オコナ サイ ケントウ ザイリョウ ザイム ショルイ コテイシサン ダイチョウ ジョウホウ リヨウ シセツ テキセイ カンリ カツヨウ		1		(2.1%)		60		(3.4%)		2		(10.0%)		58		(3.4%)		61		(3.4%)		97		(5.4%)				⑤

				決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として
活用した ケッサン シンサ ホソク シリョウ ギカイ セツメイ シリョウ カツヨウ		9		(19.1%)		230		(13.2%)		6		(30.0%)		224		(13.0%)		239		(13.4%)		218		(12.2%)				⑥

				簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく
財政状況を説明した カンイ ヨウヤク ザイム ショルイ サクセイ ジュウミン ワ ザイセイ ジョウキョウ セツメイ		37		(78.7%)		412		(23.7%)		12		(60.0%)		400		(23.2%)		449		(25.1%)		480		(26.8%)				⑦

				財務書類や固定資産台帳の情報を基に、地方債の説明会において財政状況を説明した ザイム ショルイ コテイシサン ダイチョウ ジョウホウ モト チホウサイ セツメイカイ ザイセイ ジョウキョウ セツメイ		12		(25.5%)		7		(0.4%)		4		(20.0%)		3		(0.2%)		19		(1.1%)		26		(1.5%)				⑧

				財務書類等の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集を行った ザイム ショルイ トウ ジョウホウ モト ジギョウ ナド テイアン ボシュウ オコナ		0		(0.0%)		1		(0.1%)		0		(0.0%)		1		(0.1%)		1		(0.1%)		0		(0.0%)				⑨

				未利用財産の売却時等に固定資産台帳を活用した		1		(2.1%)		28		(1.6%)		0		(0.0%)		28		(1.6%)		29		(1.6%)		23		(1.3%)				⑩

				上記以外の活用 ジョウキ イガイ カツヨウ		3		(6.4%)		66		(3.8%)		3		(15.0%)		63		(3.7%)		69		(3.9%)		65		(3.6%)				⑪

				活用していない カツヨウ		2		(4.3%)		394		(22.6%)		2		(10.0%)		392		(22.8%)		396		(22.1%)		396		(22.1%)				⑪

						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				合計 ゴウケイ

														指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シクチョウソン

				③かつ④		0		0.0%		41		2.4%		2		10.0%		39		2.3%		41		2.3%		121		6.8%

				③または④		9		19.1%		419		24.1%		4		20.0%		415		24.1%		428		23.9%		1,262		70.6%





				【参考】昨年度調査結果 サンコウ サクネンド チョウサ ケッカ

																								（単位：団体） タンイ ダンタイ				（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン		都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				合計 ゴウケイ

														指定都市 シテイ トシ				指定都市を除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シクチョウソン

				財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った ザイム ショルイ トウ ジョウホウ モト カクシュ シヒョウ ブンセキ オコナ		20		(42.6%)		912		(52.4%)		16		(80.0%)		896		(52.1%)		932		(52.1%)		932		(52.1%)				①

				施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した シセツベツ ジギョウベツ トウ ギョウセイ ケイサンショ トウ ザイム ショルイ サクセイ		4		(8.5%)		90		(5.2%)		6		(30.0%)		84		(4.9%)		94		(5.3%)		94		(5.3%)				②

				公共施設等総合管理計画または個別施設計画の策定や改訂時に財務書類等の情報を活用した コウキョウ シセツ トウ ソウゴウ カンリ ケイカク コベツ シセツ ケイカク サクテイ カイテイ ジ カツヨウ		3		(6.4%)		161		(9.2%)		6		(30.0%)		155		(9.0%)		164		(9.2%)		164		(9.2%)				③-1

				公共施設の見直し等を行う際の検討材料として、財務書類等の情報を利用し、施設の適正管理に活用した コウキョウ シセツ ミナオ トウ オコナ サイ ケントウ ザイリョウ ザイム ショルイ トウ ジョウホウ リヨウ シセツ テキセイ カンリ カツヨウ		0		(0.0%)		87		(5.0%)		4		(20.0%)		83		(4.8%)		87		(4.9%)		87		(4.9%)				③-2

				決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として
活用した ケッサン シンサ ホソク シリョウ ギカイ セツメイ シリョウ カツヨウ		9		(19.1%)		218		(12.5%)		7		(35.0%)		211		(12.3%)		227		(12.7%)		227		(12.7%)				④

				簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく
財政状況を説明した カンイ ヨウヤク ザイム ショルイ サクセイ ジュウミン ワ ザイセイ ジョウキョウ セツメイ		38		(80.9%)		440		(25.3%)		14		(70.0%)		426		(24.8%)		478		(26.7%)		478		(26.7%)				⑤

				財務書類等の情報を基に、地方債の説明会において財政状況を説明した ザイム ショルイ トウ ジョウホウ モト チホウサイ セツメイカイ ザイセイ ジョウキョウ セツメイ		11		(23.4%)		11		(0.6%)		8		(40.0%)		3		(0.2%)		22		(1.2%)		22		(1.2%)				⑥

				財務書類等の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集を行った ザイム ショルイ トウ ジョウホウ モト ジギョウ ナド テイアン ボシュウ オコナ		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				⑦

				上記以外の活用 ジョウキ イガイ カツヨウ		3		(6.4%)		58		(3.3%)		1		(5.0%)		57		(3.3%)		61		(3.4%)		61		(3.4%)				⑧

				活用していない カツヨウ		2		(4.3%)		445		(25.6%)		1		(5.0%)		444		(25.8%)		447		(25.0%)		447		(25.0%)				⑨





団体向け補足資料

																								44021



		統一的な基準による財務書類の作成状況等に関する調査【令和２年３月31日時点】 トウイツテキ キジュン ザイム ショルイ サクセイ ジョウキョウ トウ カン チョウサ レイワ ネン ガツ ニチ ジテン

		（地方公共団体向け補足資料） チホウ コウキョウ ダンタイ ム ホソク シリョウ

				○統一的な基準による財務書類の作成状況等 トウイツテキ キジュン ザイムショルイ サクセイ ジョウキョウ トウ

				対象団体 タイショウ ダンタイ				47				1741				20				1721				1788



				【平成30年度決算に係る一般会計等財務書類について】 ヘイセイ ネンド ケッサン カカ イッパン カイケイ トウ ザイム ショルイ

				◆ 財務４表 ザイム ヒョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				42		(89.4%)		1,493		(85.8%)		20		(100.0%)		1,473		(85.6%)		1,535		(85.9%)

				完成時期 カンセイ ジキ		平成31年４～令和元年６月 ヘイセイ ネン レイワ ガンネン ガツ		0		(0.0%)		8		(0.5%)		0		(0.0%)		8		(0.5%)		8		(0.5%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		(4.8%)		69		(4.6%)		3		(15.0%)		66		(4.5%)		71		(4.6%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		10		(23.8%)		114		(7.6%)		4		(20.0%)		110		(7.5%)		124		(8.1%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		30		(71.4%)		1,290		(86.4%)		13		(65.0%)		1,277		(86.7%)		1,320		(86.0%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		213		(12.2%)		0		(0.0%)		213		(12.4%)		218		(12.2%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		35		(2.0%)		0		(0.0%)		35		(2.0%)		35		(2.0%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ 附属明細書 フゾク メイサイショ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				38		(80.9%)		1,321		(75.9%)		18		(90.0%)		1,303		(75.7%)		1,359		(76.0%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		30		(78.9%)		1,197		(90.6%)		16		(88.9%)		1,181		(90.6%)		1,227		(90.3%)

						一部不足している イチブ フソク		8		(21.1%)		124		(9.4%)		2		(11.1%)		122		(9.4%)		132		(9.7%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		279		(16.0%)		1		(5.0%)		278		(16.2%)		284		(15.9%)

				未着手 ミチャクシュ				4		(8.5%)		141		(8.1%)		1		(5.0%)		140		(8.1%)		145		(8.1%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ 注記 チュウキ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				40		(85.1%)		1,321		(75.9%)		18		(90.0%)		1,303		(75.7%)		1,361		(76.1%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		287		(16.5%)		1		(5.0%)		286		(16.6%)		292		(16.3%)

				未着手 ミチャクシュ				2		(4.3%)		133		(7.6%)		1		(5.0%)		132		(7.7%)		135		(7.6%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ 公表状況（各書類の作成済み団体が対象） コウヒョウ ジョウキョウ カク ショルイ サクセイ ズ ダンタイ タイショウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				財務４表（作成済み団体） ザイム ヒョウ サクセイ ズ ダンタイ				42		(89.4%)		1,493		(85.8%)		20		(100.0%)		1,473		(85.6%)		1,535		(85.9%)

				公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		41		(97.6%)		1,170		(78.4%)		20		(100.0%)		1,150		(78.1%)		1,211		(78.9%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		31		(2.1%)		0		(0.0%)		31		(2.1%)		31		(2.0%)

						公表していない コウヒョウ		1		(2.4%)		230		(15.4%)		0		(0.0%)		230		(15.6%)		231		(15.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		61		(4.1%)		0		(0.0%)		61		(4.1%)		61		(4.0%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				38		(80.9%)		1,321		(75.9%)		18		(90.0%)		1,303		(75.7%)		1,359		(76.0%)

				公表状況		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		35		(92.1%)		669		(50.6%)		15		(83.3%)		654		(50.2%)		704		(51.8%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		86		(6.5%)		0		(0.0%)		86		(6.6%)		86		(6.3%)

						公表していない コウヒョウ		3		(7.9%)		527		(39.9%)		3		(16.7%)		524		(40.2%)		530		(39.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		37		(2.8%)		0		(0.0%)		37		(2.8%)		37		(2.7%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				40		(85.1%)		1,321		(75.9%)		18		(90.0%)		1,303		(75.7%)		1,361		(76.1%)

				公表状況		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		37		(92.5%)		788		(59.7%)		15		(83.3%)		773		(59.3%)		825		(60.6%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		0		(0.0%)		74		(5.6%)		0		(0.0%)		74		(5.7%)		74		(5.4%)

						公表していない コウヒョウ		3		(7.5%)		423		(32.0%)		3		(16.7%)		420		(32.2%)		426		(31.3%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.6%)		0		(0.0%)		35		(2.7%)		35		(2.6%)





				【財務書類の作成にかかる仕訳方法】 ザイム ショルイ サクセイ シワケ ホウホウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				仕訳方法 シワケ ホウホウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				日々仕訳 ヒビ シワケ				6		(12.8%)		139		(8.0%)		2		(10.0%)		137		(8.0%)		145		(8.1%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				41		(87.2%)		1,602		(92.0%)		18		(90.0%)		1,584		(92.0%)		1,643		(91.9%)

						期末一括（年度末に１回仕訳） キマツ イッカツ ネンドマツ カイ シワケ		40		(97.6%)		1,587		(99.1%)		17		(94.4%)		1,570		(99.1%)		1,627		(99.0%)

						その他（年度内に複数回仕訳） ホカ ネンドナイ フクスウカイ シワケ		1		(2.4%)		15		(0.9%)		1		(5.6%)		14		(0.9%)		16		(1.0%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				【平成30年度決算に係る全体財務書類について】 ヘイセイ ネンド ケッサン カカ ゼンタイ ザイム ショルイ

				◆ 附属明細書 フゾク メイサイショ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				29		(61.7%)		1,180		(67.8%)		11		(55.0%)		1,169		(67.9%)		1,209		(67.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(86.2%)		1,015		(86.0%)		9		(81.8%)		1,006		(86.1%)		1,040		(86.0%)

						一部不足している イチブ フソク		4		(13.8%)		165		(14.0%)		2		(18.2%)		163		(13.9%)		169		(14.0%)

				作成中 サクセイチュウ				4		(8.5%)		296		(17.0%)		3		(15.0%)		293		(17.0%)		300		(16.8%)

				未着手 ミチャクシュ				14		(29.8%)		265		(15.2%)		6		(30.0%)		259		(15.0%)		279		(15.6%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ 注記 チュウキ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				33		(70.2%)		1,231		(70.7%)		11		(55.0%)		1,220		(70.9%)		1,264		(70.7%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		309		(17.7%)		3		(15.0%)		306		(17.8%)		315		(17.6%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		201		(11.5%)		6		(30.0%)		195		(11.3%)		209		(11.7%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				【平成30年度決算に係る連結財務書類について】 ヘイセイ ネンド ケッサン カカ レンケツ ザイム ショルイ

				◆ 附属明細書 フゾク メイサイショ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				28		(59.6%)		1,015		(58.3%)		11		(55.0%)		1,004		(58.3%)		1,043		(58.3%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		22		(78.6%)		867		(85.4%)		9		(81.8%)		858		(85.5%)		889		(85.2%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(21.4%)		148		(14.6%)		2		(18.2%)		146		(14.5%)		154		(14.8%)

				作成中 サクセイチュウ				4		(8.5%)		320		(18.4%)		3		(15.0%)		317		(18.4%)		324		(18.1%)

				未着手 ミチャクシュ				15		(31.9%)		407		(23.4%)		6		(30.0%)		401		(23.3%)		422		(23.6%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,742		(100.1%)		20		(100.0%)		1,722		(100.1%)		1,789		(100.1%)

				◆ 注記 チュウキ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成状況 サクセイ ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				作成済み サクセイ ズ				33		(70.2%)		1,147		(65.8%)		11		(55.0%)		1,136		(66.0%)		1,180		(66.0%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		322		(18.5%)		3		(15.0%)		319		(18.5%)		328		(18.3%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		272		(15.6%)		6		(30.0%)		266		(15.4%)		280		(15.7%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				【平成31年３月31日時点の情報を反映した固定資産台帳について】 ヘイセイ ネン ガツ ニチジ テン ジョウホウ ハンエイ コテイシサン ダイチョウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				整備（更新）状況 セイビ コウシン ジョウキョウ				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				整備（更新）済み セイビ コウシン ズ				38		(80.9%)		1,494		(85.8%)		20		(100.0%)		1,474		(85.6%)		1,532		(85.7%)

				完成時期 カンセイ ジキ		平成31年４～令和元年６月 ヘイセイ ネン レイワ ガンネン ガツ		0		(0.0%)		40		(2.3%)		0		(0.0%)		40		(2.7%)		40		(2.6%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		5		(13.2%)		122		(7.1%)		4		(20.0%)		118		(8.0%)		127		(8.3%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		11		(28.9%)		178		(10.4%)		3		(15.0%)		175		(11.9%)		189		(12.3%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		22		(57.9%)		1,150		(66.9%)		13		(65.0%)		1,137		(77.1%)		1,172		(76.5%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				9		(19.1%)		227		(13.0%)		0		(0.0%)		227		(13.2%)		236		(13.2%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		20		(1.1%)		0		(0.0%)		20		(1.2%)		20		(1.1%)

				合計 ゴウケイ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ 公表状況（H31.3.31時点の状況を反映した固定資産台帳整備済み団体が対象） コウヒョウ ジョウキョウ セイビ ズ ダンタイ タイショウ

																										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				都道府県 ト ドウフケン				市区町村 シク チョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイ トシ				指定都市除く
市区町村 シテイ トシ ノゾ シク チョウソン

				固定資産台帳（H31.3.31時点 整備済み） コテイ シサン ダイチョウ セイビ ズ				38		(80.9%)		1,494		(85.8%)		20		(100.0%)		1,474		(85.6%)		1,532		(85.7%)

				公表状況 コウヒョウ ジョウキョウ		ホームページ等に電子データで公表 トウ デンシ コウヒョウ		19		(50.0%)		581		(33.8%)		7		(35.0%)		574		(38.9%)		600		(39.2%)

						窓口等で紙媒体でのみ公表 マドグチ トウ カミ バイタイ コウヒョウ		1		(2.6%)		108		(6.3%)		0		(0.0%)		108		(7.3%)		109		(7.1%)

						公表していない コウヒョウ		17		(44.7%)		752		(43.7%)		12		(60.0%)		740		(50.2%)		769		(50.2%)

						その他 タ		1		(2.6%)		51		(3.0%)		1		(5.0%)		50		(3.4%)		52		(3.4%)





一組

		【参考】統一的な基準による財務書類の作成状況等（一部事務組合・広域連合） サンコウ トウイツテキ キジュン ザイムショルイ サクセイ ジョウキョウ トウ イチブ ジム クミアイ コウイキ レンゴウ

				対象団体 タイショウ ダンタイ				1513



				◆ 平成30年度決算において作成すべき財務書類 ヘイセイ ネンド ケッサン サクセイ ザイム ショルイ

										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分 クブン				団体数 ダンタイスウ



				財務書類を作成する必要がある ザイム ショルイ サクセイ ヒツヨウ				1,377		(91.0%)

						一般会計等財務書類		1,314		(95.4%)

						全体財務書類		278		(20.2%)

						連結財務書類		538		(39.1%)

				作成すべき財務書類なし サクセイ ザイム ショルイ				136		(9.0%)

				合計 ゴウケイ				1,513		(100.0%)

				◆ 平成30年度決算に係る財務書類の作成状況 ヘイセイ ネンド ケッサン カカ ザイム ショルイ サクセイ ジョウキョウ

																		（単位：団体） タンイ ダンタイ

				作成済みの財務書類 サクセイ ズ ザイム ショルイ				一般会計等財務書類 イッパン カイケイ トウ ザイム ショルイ				全体財務書類 ゼンタイ ザイム ショルイ				連結財務書類 レンケツ ザイム ショルイ



				財務４表 ザイム ヒョウ				1,239		(94.3%)		265		(95.3%)		512		(95.2%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				891		(67.8%)		197		(70.9%)		328		(61.0%)

				注記 チュウキ				766		(58.3%)		177		(63.7%)		335		(62.3%)

				全て作成中または未着手 スベ サクセイ チュウ ミチャクシュ				75		(5.7%)		13		(4.7%)		26		(4.8%)

				対象団体数 タイショウ ダンタイスウ				1,314				278				538

				◆ 仕訳方法　（作成すべき財務書類がある団体が対象（1,377団体）） シワケ ホウホウ

										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				仕訳方法 シワケ ホウホウ				団体数 ダンタイスウ



				日々仕訳 ヒビ シワケ				105		(7.6%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				1,272		(92.4%)

						期末一括（年度末に１回仕訳） キマツ イッカツ ネンドマツ カイ シワケ		1,265		(99.4%)

						その他（年度内に複数回仕訳） ホカ ネンドナイ フクスウカイ シワケ		7		(0.6%)

				合計 ゴウケイ				1,377		(100.0%)

				◆ 固定資産台帳の整備（更新）状況　（作成すべき財務書類がある団体が対象（1,377団体）） コテイ シサン ダイチョウ セイビ コウシン ジョウキョウ サクセイ ザイム ショルイ ダンタイ タイショウ ダンタイ

										（単位：団体） タンイ ダンタイ

				整備状況 セイビ ジョウキョウ				H31.3.31時点の情報を
反映した固定資産台帳 ジテン ジョウホウ ハンエイ コテイ シサン ダイチョウ



				整備（更新）済み セイビ コウシン ズ				1,106		(80.3%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン ナカ				156		(11.3%)

				未着手 ミチャクシュ				115		(8.4%)

				合計 ゴウケイ				1,377		(100.0%)



				注）未着手を選択している団体の中には、固定資産を有していないことにより固定資産台帳を整備する必要のない団体も含まれる チュウ ミチャクシュ センタク ダンタイ ナカ コテイシサン ユウ コテイシサン ダイチョウ セイビ ヒツヨウ ダンタイ フク
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014273北海道由仁町


令和２年８月以降に令和元年度決算分から作成予定のため


令和２年８月以降に令和元年


度決算分から作成予定のた


め


015849北海道洞爺湖町


令和２年度内に作成を予定している今後の作成を予定している


016101北海道新ひだか町


平成29年度決算に係る財務書類を作成中のため


平成29年度決算に係る財務


書類を作成中のため


016411北海道大樹町


人員不足により未着手だが、今後作成予定


人員不足により未着手だが、


今後作成予定


016420北海道広尾町


平成29年度財務書類が作成中のため。


平成29年度財務書類が作成


中のため。


023671青森県田舎館村


平成29年度決算の財務４表を作成終了後に着手予定。


平成29年度決算の財務４表


を作成終了後に着手予定。


023817青森県板柳町


H29作成中のためH29作成中のため


023876青森県中泊町


令和2年度に作成する。令和2年度に作成する。


032077岩手県久慈市


平成29年度決算に係る財務書類を精査中であるため。


平成29年度決算に係る財務


書類を精査中であるため。


034614岩手県大槌町


東日本大震災の復興事業の影響により、固定資産台帳整備


が遅れているため。


東日本大震災の復興事業の


影響により、固定資産台帳整


備が遅れているため。


042111宮城県岩沼市


平成28年度分が未完成のため


平成28年度分が未完成のた


め


044440宮城県色麻町


R2に外部委託によりH29財務書類を作成することとしてお


り、その後にH30分に着手するため。


R2に外部委託によりH29財務


書類を作成することとしてお


り、その後にH30分に着手す


るため。


045012宮城県涌谷町


平成29年度決算までは業者委託により作成していたが、予


算削減のため平成30年度決算については作成していない。


平成29年度決算までは業者


委託により作成していたが、


予算削減のため平成30年度


決算については作成していな


い。


052132秋田県北秋田市


地方公会計標準ソフトウェアの利用未申請による


地方公会計標準ソフトウェア


の利用未申請による


062065山形県寒河江市


平成28年度決算分の作成がやっと完了し作業が遅れている


ため


平成28年度決算分の作成が


やっと完了し作業が遅れてい


るため


103667群馬県上野村


令和3年度作成予定令和3年度作成予定


104248群馬県長野原町


固定資産台帳更新事務等の調整により財務4表未着手のため


113638埼玉県長瀞町


固定資産台帳未着手のため財務書類未着手のため


122181千葉県勝浦市


平成29年度決算に係る財務書類を作成中のため


平成29年度決算に係る財務


書類を作成中のため


133612東京都大島町


台風災害による各所管課業務量の増により


台風災害による各所管課業


務量の増により


152099新潟県加茂市


平成29年度決算に係る財務４表が未完成のため


平成29年度決算に係る財務


４表が未完成のため


155861新潟県粟島浦村


作成に手が回っていないため作成に手が回っていないため


224618静岡県森町


H29年度全体財務諸表を作成中のため


H29年度全体財務諸表を作


成中のため


272264大阪府藤井寺市


平成29年度決算分を作成中であり、完成次第着手する予


定。


平成29年度決算分を作成中


であり、完成次第着手する予


定。


273821大阪府河南町


H29を現在作成中であるためH29を現在作成中であるため


302023和歌山県海南市


平成29年度決算に係る財務4表について、固定資産台帳の


精査に時間を要し現在作成中のため


平成29年度決算に係る財務4


表について、固定資産台帳の


精査に時間を要し現在作成


中のため


332097岡山県高梁市


令和元年度まで、平成30年7月豪雨災害の影響により、財務


諸表の作成を一旦停止していたため未作成。なお、令和元


年度決算にかかるものは令和2年度に作成予定。


№1に同じ


336432岡山県西粟倉村


業務人員不足の為業務人員不足の為


343021広島県府中町


平成29年度決算財務書類（注記等）を作成中であるため


平成29年度決算財務書類


（注記等）を作成中であるた


め


382035愛媛県宇和島市


平成30年7月豪雨災害の影響等により着手が1年遅れとなっ


ているため。


平成30年7月豪雨災害の影


響等により着手が1年遅れと


なっているため。


402133福岡県行橋市


前年分の財務書類を未作成のため


前年分の財務書類を未作成


のため


402150福岡県中間市


平成29年度決算に係る財務書類を作成中であるため。


平成29年度決算に係る財務


書類を作成中であるため。


472115沖縄県沖縄市


コロナ感染症対策等、想定外の業務対応のため、未着手。


コロナ感染症対策等、想定外


の業務対応のため、未着手。
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現行 修正後

財務書類や固定資産台帳の情報を基に、各種指標の分析を行った 財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を基に、各種指標の分
析を行った

施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した 施設別・事業別等の行政コストを計算し、業務の参考とした

公共施設等総合管理計画の策定や改訂時に財務書類や固定資産
台帳の情報を活用した

公共施設等総合管理計画の策定や改訂時に、財務書類や固定資
産台帳に含まれる情報を使った

個別施設計画の策定や改訂時に財務書類や固定資産台帳の情報
を活用した

個別施設計画の策定や改訂時に、財務書類や固定資産台帳に含
まれる情報を使った

（新設） 使用料・手数料の見直し・改定の検討にあたり、財務書類や固定資
産台帳に含まれる情報を使った

財務書類や固定資産台帳の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案
募集を行った

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集の検討にあたり、財務書類や固定資
産台帳に含まれる情報を使った

公共施設の見直し等を行う際の検討材料として、財務書類や固定
資産台帳の情報を利用し、施設の適正管理に活用した

その他公共施設についての検討材料として、財務書類や固定資産
台帳に含まれる情報を使った

決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として活
用した

決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として使っ
た

（新設） 財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を基に、議員への説明
資料として使った

簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく財
政状況を説明した

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報も活用しながら、住民に
分かりやすく財政状況を説明した

財務書類や固定資産台帳の情報を基に、地方債の説明会におい
て財政状況を説明した

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を基に、地方債の説明
会において財政状況を説明した

未利用財産の売却時等に固定資産台帳を活用した 未利用財産の活用・処分の検討に固定資産台帳の情報を使った

〈活用アンケート選択肢 修正比較〉 ※下記のほか、「その他の活用」、「活用していない」の選択肢もあり

活用アンケート選択肢 修正比較
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○ 既に実施した活用調査（令和3年度分）の回答結果と比較したところ、結果は下記のとおり。

○ 特に、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画の策定・改訂時における活用については、団体数が大きく増加。

⇒選択肢を改善した結果、各団体の活用状況をより正確に把握することができたのではないか。

③公共施設等総合管理計画 都道府県 市区町村 合計
指定都市

指定都市を除く
市区町村

公共施設等総合管理計画の策定や改訂時に財務書類や固定資産
台帳の情報を活用した

8 (17.0%) 370 (21.3%) 4 (20.0%) 366 (21.3%) 378 (21.1%)

公共施設等総合管理計画の策定や改訂時に、財務書類や固定資産
台帳に含まれる情報を使った

17 (36.2%) 991 (56.9%) 10 (50.0%) 981 (57.0%) 1,008 (56.4%)

④個別施設計画 都道府県 市区町村 合計
指定都市

指定都市を除く
市区町村

個別施設計画の策定や改訂時に財務書類や固定資産台帳の情報を
活用した

1 (2.1%) 135 (7.8%) 0 (0.0%) 135 (7.8%) 136 (7.6%)

個別施設計画の策定や改訂時に、財務書類や固定資産台帳に含ま
れる情報を使った

3 (6.4%) 615 (35.3%) 5 (25.0%) 610 (35.4%) 618 (34.6%)

【活用団体数が増加した選択肢（公共施設等総合管理計画の見直し関係）】

第2回研究会（令和4年10月19日） 資料３「地方公会計の活用に関する今後の進め方」

＜なぜ、「活用」が進んでいないのか＞
仮説１ 財務書類や固定資産台帳に記載されている「情報」（資産価格、老朽化の状況等）は活用しているが、財務書類、固
定資産台帳「のみ」を参照しているわけではない（他の法定の資産台帳等も参照）ため、地方公会計を「活用」していると認
識していないのではないか。

〈「財務書類や固定資産台帳に含まれる情報」について、具体的にどのような情報を使ったのか〉 ※今回の調査で増加した団体から聴取

・ほとんどの団体が、有形固定資産減価償却率を算出するため、減価償却累計額を使ったと回答。

・そのほか、面積、耐用年数、改修に伴う投資金額 等

財務書類等の活用に関する実態調査結果
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⑤使用料・手数料 合計

（新設）

使用料・手数料の見直し・改定の検討にあたり、
財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を使っ
た

101 (5.6%)

⑥ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等 合計

財務書類や固定資産台帳の情報を基に、ＰＰＰ/Ｐ
ＦＩ事業等の提案募集を行った

1 (0.1%)

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集の検討にあたり、財
務書類や固定資産台帳に含まれる情報を使った

32 (1.8%)

⑦公共施設 合計

公共施設の見直し等を行う際の検討材料として、
財務書類や固定資産台帳の情報を利用し、施設
の適正管理に活用した

61 (3.4%)

その他公共施設についての検討材料として、財務
書類や固定資産台帳に含まれる情報を使った

230 (12.9%)

⑨議員説明 合計

（新設）

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を基に、
議員への説明資料として使った

211 (11.8%)

⑪ＩＲ 合計

財務書類や固定資産台帳の情報を基に、地方債
の説明会において財政状況を説明した

19 (1.1%)

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を基に、
地方債の説明会において財政状況を説明した

31 (1.7%)

⑫未利用財産 合計

未利用財産の売却時等に固定資産台帳を活用し
た

29 (1.6%)

未利用財産の活用・処分の検討に固定資産台帳
の情報を使った

174 (9.7%)

⑬上記以外の活用 合計

上記以外の活用 68 (3.8%)

上記以外の活用 71 (4.0%)

⑭活用していない 合計

活用していない 311 (17.4%)

活用していない 217 (12.1%)

○ その他の選択肢においても活用団体数が増加しているほか、「活用していない」団体数は減少した。

⇒公会計情報を「活用」していると認識した団体が増えたといえないか。

②行政コスト 合計

施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書
類を作成した

75 (4.2%)

施設別・事業別等の行政コストを計算し、業務の
参考とした

211 (11.8%)

【活用団体数が増加した選択肢（その他）】

財務書類等の活用に関する実態調査結果
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⑩住民説明 都道府県 市区町村 合計
指定都市

指定都市を除く
市区町村

簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく財政
状況を説明した

37 (78.7%) 412 (23.7%) 12 (60.0%) 400 (23.2%) 449 (25.1%)

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報も活用しながら、住民に分
かりやすく財政状況を説明した

22 (46.8%) 267 (15.3%) 7 (35.0%) 260 (15.1%) 289 (16.2%)

①指標分析 都道府県 市区町村 合計
指定都市

指定都市を除く
市区町村

財務書類や固定資産台帳の情報を基に、各種指標の分析を行った
19 (40.4%) 970 (55.7%) 13 (65.0%) 957 (55.6%) 989 (55.3%)

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を基に、各種指標の分析を
行った

24 (51.1%) 909 (52.2%) 12 (60.0%) 897 (52.1%) 933 (52.2%)

⑧議会説明 都道府県 市区町村 合計
指定都市

指定都市を除く
市区町村

決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として活用し
た

9 (19.1%) 230 (13.2%) 6 (30.0%) 224 (13.0%) 239 (13.4%)

決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として使った 8 (17.0%) 207 (11.9%) 4 (20.0%) 203 (11.8%) 215 (12.0%)

○ 一方、一部の選択肢においては活用団体数が減少しており、活用の実態については引き続き確認検証が必要。

【活用団体数が減少した選択肢】

〈前回選択したが、今回選択しなかった理由〉 ※今回の調査で減少した団体から聴取

【想定とは逆に、選択肢がより狭く解釈された】

・「財務書類や固定資産台帳に含まれる情報も活用しながら～」とあったが、住民説明において固定資産台帳を使っていないため、該当しないと判断。

【修正前後の選択肢が同種のものではないと受け取られた】

・前回調査における「簡易に要約した財務書類などを作成するなどし～」に相当する選択肢がないと考えたため、該当しないと判断。

財務書類等の活用に関する実態調査結果
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を基に、各種指標の分析を行った

施設別・事業別等の行政コストを計算し、業務の参考とした

公共施設等総合管理計画の策定や改訂時に、財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を使った

個別施設計画の策定や改訂時に、財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を使った

使用料・手数料の見直し・改定の検討にあたり、財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を使った

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集の検討にあたり、財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を使った

その他公共施設についての検討材料として、財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を使った

決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として使った

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を基に、議員への説明資料として使った

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報も活用しながら、住民に分かりやすく財政状況を説明した

財務書類や固定資産台帳に含まれる情報を基に、地方債の説明会において財政状況を説明した

未利用財産の活用・処分の検討に固定資産台帳の情報を使った

上記以外の活用

活用していない

都道府県 指定都市 市区町村

参考：都道府県、指定都市、市区町村ごとの活用回答状況 ※複数回答あり

財務書類等の活用に関する実態調査結果
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