
（単位：円）

１．固定資産 90,634,535,915 １．固定負債 20,734,118,208
　・有形固定資産 83,874,163,926 　・地方債 19,609,059,324
　・無形固定資産 19,063,773 　・長期未払金 43,884
　・投資その他の資産 6,741,308,216 　・退職手当引当金 1,125,015,000

　・損失補償引当金 0

２．流動資産 6,458,146,075 ２．流動負債 2,895,977,476
　・現金預金 1,941,341,689 　・1年以内償還予定地方債 2,652,366,515
　・未収金 910,223,110 　・未払金 1,063,976
　・基金 3,612,971,000 　・前受金 -
　・徴収不能引当金 △ 6,389,724 　・賞与引当金 242,546,985

　・預り金 -

令和2年度甲斐市一般会計等貸借対照表解説

負債合計

借方 貸方

23,630,095,684

〔資産の部〕
市が住民サービスを提供するために保有して
いる財産

〔負債の部〕
将来世代が負担する金額
（地方債・退職手当引当金など）

　貸借対照表は、「資産の部」「負債の部」「純資産の部」から構成されています。
　「資産」には、①自治体が住民サービスを提供するために使用すると見込まれるもの（使う資産）
と、②将来、自治体に資金流入をもたらすもの（売れる資産、回収する資産）の２つがあります。例
えば、①についてはインフラ資産や施設などの有形固定資産が含まれ、②には税金の未収入金や売却
可能資産などが含まれます。
　「負債」とは、自治体が公共事業等を進めるうえで、その財源を確保し、将来そのお金を支払う義
務を負うものであり、主たる項目として地方債があります。地方債は、住民サービスを提供するため
に保有している公共財産の財源として捉えると、「住民サービスを受ける世代間の公平性を図るも野
として発行されるものであり、「将来の世代が負担する部分」であるという見方ができます。
　「純資産」とは、「資産－負債＝純資産」であり、主たる項目として補助金や一般財源がありま
す。上記と同様に、住民サービスを提供するために保有する財産の財源として捉えると、純資産は
「現在までの世代が負担した部分」という見方ができます。

純資産合計

資産合計 負債+純資産合計

73,462,586,306

97,092,681,990

〔純資産の部〕
現在までの世代が負担した金額

97,092,681,990



【概要】 （単位：円・％）
「資産合計」 97,092,681,990

　　　　　　　　↓　
23,630,095,684 24.3%
73,462,586,306 75.7%

○資産の部 （単位：円・％）
１.固定資産 90,634,535,915 93.4%
２.流動資産 6,458,146,075 6.7%

・有形固定資産の内訳 （単位：円・％）
科目 主なもの 金額 構成比

事業用資産 庁舎・各施設 51,232,806,768 61.1%
インフラ資産 道水路・公園 32,236,015,791 38.4%
物品 車両・備品 2,008,843,112
減価償却費 物品分 △ 1,603,501,745

合　計 83,874,163,926 100.0%

○負債の部 （単位：円・％）
１.固定負債 20,734,118,208 87.7%
２.流動負債 2,895,977,476 12.3%

・固定負債の内訳 （単位：円・％）
科目 金額 構成比

・地方債 19,609,059,324 93.9%
1,275,902,893 6.1%

合　計 20,884,962,217 100.0%

　「地方債」が固定負債の９４％を占めています。
　地方債を借入することにより、将来の住民も公平に建設などの費用を負担することになるため、住
民サービスを受ける世代間の公平性を図っているといえます。

現在までの世代が負担した「純資産」
将来世代が負担する「負債」

　「固定負債」は、平成３１年度（翌々年度）以降に償還する予定の地方債などで、負債全体の９
０％近くを占めています。

・退職手当引当金等

0.5%

　「負債」と「純資産」の割合は概ね3：７となっております。
　負債と比較すると純資産が多く、将来世代の負担が少ないことがわかります。

　市が所有する資産のうち、長期間にわたって行政サービスの提供に用いられる固定資産が９４％を
占めています。



【貸借対照表　用語解説】
用語

事業用資産

解説

有形固定資産は耐用年数に応じて年々価値が減少するという考え方に基
づくこれまでの減価償却費の累計額。

投資及び出資金

行政サービスを提供するために有している資産。具体的には、土地、建
物などが該当する。

有形固定資産

他団体等への出資（出捐）金を計上。

減価償却累計額

徴収不能引当金

長期延滞債権

損失補償等引当金

退職手当引当金

未収金

賞与等引当金

庁舎や学校などの建物や市が所有する土地など。

投資損失引当金

市税や貸付金、使用料等の収入未済額のうち、１年以上経過したもの。

投資及び出資金のうち、将来回収できないと見込まれる損失金額を予め
予算計上しておくもの。

翌年度に支払うことが予定される期末手当及び勤勉手当のうち当年度の
負担相当額。翌年度６月支給分の対象期間となる１２月から翌年５月ま
でのうち、１２月から翌年３月までの４か月分を算定。

将来発生する可能性のある損失補償等の履行見込額。

当年度末に特別職を含む全職員が普通退職した場合の退職手当支給見込
額から、翌年度支払予定の退職手当額を除いた額。

市税や貸付金、使用料の収入未済額のうち、１年以内に発生したもの。

貸付金や長期延滞債権のうち、回収不能となることが見込まれる金額。
過去の不能欠損の実績等から算出。

インフラ資産
道路や公園などとそれらの底地。仮勘定は建設中の資産にこれまで要し
た経費など。



（単位：円・％）
科目 主なもの 金額 構成比

34,507,299,322 100.0%
　人にかかるコスト 人件費、退職手当 4,191,759,916 12.2%
　物にかかるコスト 物件費、減価償却 8,324,394,966 24.1%
　その他のコスト 支払利息等 227,454,718 0.7%
　移転支出的なコスト 社会保障、補助金 21,763,689,722 63.1%

969,308,376
180,988,588
788,319,788

33,537,990,946
35,820

18,538,188
33,519,488,578

令和2年度甲斐市一般会計等行政コスト計算書解説

　行政コスト計算書は、1年間の行政活動のうち、福祉活動やごみの収集といった、資産
形成に結びつかない行政サービスに係る経費（＝経常費用）と、その行政サービスの対
価として得られた財源（＝経常収益）を対比させたものです。また、実際に現金支出を
伴うサービスのほかに、減価償却費や退職手当引当金などの現金支出を伴わないコスト
までを含んで表しています。経常費用から経常収益を差し引いた「純経常行政コスト」
に対し、災害復旧事業費や資産除売却損などの臨時損失を加え、資産売却益などの臨時
利益を除いたものが「純行政コスト」となります。この「純行政コスト」は純資産変動
計算書の「純行政コスト」と対応します（純資産変動計算書上はマイナス表示となりま
す）。
　これにより、資産形成に結びつかない1年間の行政サービスを提供するにあたって、人
件費や物件費といったどのような性質の経費が用いられたか、また、これらの行政サー
ビス提供の見返りとしての使用料や手数料といった受益者負担がどの程度あったかなど
をみることができます。

　性質別に見ると、「移転支出的コスト」が半分を占めています。これは、社会保障給
付や他会計繰出金（国民健康保険、介護保険など）に多くのコストが掛かっている事を
示しています。

純経常行政コスト　Ｃ（Ａ-Ｂ）

経常費用　Ａ

経常収益　Ｂ
　使用料及び手数料
　その他（負担金・寄付金など）

　臨時損失　Ｄ
　臨時利益　Ｅ
純行政コスト　Ｆ（Ｃ+Ｄ-Ｅ）



【行政コスト計算書　用語解説】
用語 解説

減価償却費

国民健康保険、介護保険等の特別会計への当年度分の支出
額。

他会計への繰出金

地方債及び一時借入金に係る支払利息を計上。

徴収不能引当金繰入額

支払利息

土地以外の有形固定資産の経年劣化等により価値が減少した
と認められる額。

将来支払うことになる退職金のうち、当該年度の人件費に対
応して生じる分をコストとして把握する。

翌期以降に支出が見込まれる賞与のうち、当期における発生
分（引当分）。

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

純行政コスト
純経常行政コストに臨時損失を加え、臨時利益を除いた額。
純資産変動計算書の純行政コストと連動する。

臨時損失
臨時に発生する費用のことをいい、災害復旧事業費・資産除
売却損・投資損失引当金繰入額・損失補償等引当金繰入額な
どに分類して表示する。

臨時利益
臨時に発生する収益のことをいい、資産売却益・その他に分
類して表示する。

行政サービスの直接的な対価として受益者が負担した額。使
用料・手数料、分担金・負担金・寄附金が該当。

経常費用から経常収益を控除した額。地方税や地方交付税等
の一般財源で賄わなければならないコスト。

純経常行政コスト

経常収益

貸付金や長期延滞債権のうち回収不能が見込まれる額。
当年度末における回収不能見込額から、前年度末における回
収不能見込額を控除し、当年度の不能欠損額を加算し算出。

生活保護費、児童手当・子ども手当、高齢者や障害者に対す
る援護措置等に要する扶助費。

社会保障給付



（単位：円）
純資産合計

72,952,093,829
△ 33,519,488,578

33,627,603,587
17,387,847,613
16,239,755,974

108,115,009
-

402,377,468
-

510,492,477
73,462,586,306

【純資産変動計算書　用語解説】
用語

　財源
　純行政コスト
前年度末純資産残高

地方税、地方交付税及び地方譲与税等。

国県等補助金

　本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

固定資産等の変動
有形固定資産及び無形固定資産の増加額や減価償却費
貸付金基金等の増加額や償還・取崩等による減少額

資産評価差額 有価証券等の評価差額。

解説

前年度末の貸借対照表に計上されている純資産残高と一致。

行政コスト計算書における純行政コストと連動。
（純資産変動計算書上はマイナス表示）

国庫支出金及び県支出金等。

科目

令和2年度甲斐市一般会計等純資産変動計算書解説

　純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部が、１年間でどのように変動したかを
表している計算書です。
　貸借対照表の純資産の部は、資産を形成するために現在までの世代が負担した部分を
表していますので、１年間で現在までの世代が負担した部分が増えたのか減ったのかが
わかることになります。
　また、純資産合計の内訳として「固定資産等形成分」及び「余剰分（不足分）」の金
額が純資産合計額の右列に表示されています。

本年度末の貸借対照表に計上されている純資産残高と一致。本年度末純資産残高

　・税収等

　その他

　資産評価差額
　本年度差額

　無償所管換等

無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等。無償所管換等

純行政コスト

前年度末純資産残高

　・国県等補助金

税収等



金額
2,427,009,792

31,462,359,558
33,889,369,350
△ 834,442,068

3,096,662,192
2,262,220,124

△ 767,703,470
2,938,663,470
2,170,960,000

824,864,254
1,116,477,435
1,941,341,689

【純資産変動計算書　用語解説】
用語

　・地方税、地方交付税、国県補助金などによる収入

財務活動収支

投資活動収支

令和2年度甲斐市一般会計等資金収支計算書解説

　資金収支計算書とは、行政活動を歳計現金（＝資金）の流れから見たものであり、会
計年度内における資金増減の内訳を示しています。
　「業務活動収支」は、地方公共団体の経常活動に伴い継続的に発生する資金収支であ
り、人件費、物件費、社会保障給付などの支出と、市税、地方交付税、国県等補助金、
使用料・手数料などの収入が計上されています。この収支の黒字額が少ない場合は、財
政構造が硬直化していることになります。
　「投資活動収支」では、道路や学校など公共資産整備や、投資及び出資金、貸付金、
基金積立金に係る支出と、その財源となる国県等補助金、基金取崩額などが収入として
計上されており、地方公共団体の資本形成活動に伴い発生する収支を表示しています。
　「財務活動収支」には、地方債発行などの資金の調達及びその元本償還などが計上さ
れており、地方債の返還による収支が表示されています。
　以上の３つの区分で表示される資金収支計算書からは、自治体でどのような活動に資
金を必要とし、それをどのように賄ったのかがわかるとともに、歳計現金をどのような
性質の活動で獲得し、または使用しているのかを読み取ることができます。

科目
１.業務活動収支
　・人件費、物件費、社会保障給付などによる支出

解説

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

２.投資活動収支
　・公共資産取得などのための支出
　・国県補助金、基金取崩などによる収入
３.財務活動収支
　・地方債償還による支出
　・地方債発行などによる収入

毎年度継続的に行われる経常的な行政活動に要する経費の資金
収支。

道路や学校など自団体で整備する公共資産整備や投資、基金積
立など資本形成に要する経費の資金収支。

地方債償還金などに要する経費の資金収支。

　日常の行政サービスに係る「業務活動収支」は約２４億の黒字となっています。
　一方、資本形成に係る「投資活動収支」は約８億円の赤字、市債の償還などに係る
「投資・財務的収支」も約８億円の赤字となり、両部門の赤字額は約１６億円となりま
す。結果、全体の資金収支は約８億円の黒字となり、本年度末資金残高は約１９億円と
なっています。

業務活動収支



《連結対象一部事務組合・広域連合》
　・甲府地区広域行政事務組合

　　・一般会計
　　・住宅新築資金等貸付事業特別会計 　・中巨摩地区広域事務組合
　　・地域し尿処理施設特別会計 　・山梨県市町村総合事務組合

　・山梨県後期高齢者医療広域連合
　　・国民健康保険特別会計 　・峡北地域広域水道企業団
　　・介護保険特別会計 　・山梨県後期高齢者医療広域連合
　　・簡易水道事業会計 　・山梨西部広域環境組合
　　・農業集落排水事業特別会計
　　・宅地開発事業特別会計
　　・下水道事業会計 ※甲斐市には地方公社・第三セクター等の
　　・介護サービス特別会計 　　連結対象団体はありません。
　　・後期高齢者医療特別会計
　　・合併浄化槽事業特別会計
　　・水道事業会計

令和2年度甲斐市全体会計・連結会計財務書類４表解説

　財務書類は一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計からなる「一般会計等」で作
成するほか、一般会計等に地方公営事業会計を加えた「全体会計」、さらに自治体と連携
して行政サービスを実施している各種関係団体等を一つの行政サービスとみなした「連結
会計」で作成します。

　・峡北広域行政事務組合

　『全体会計』

『連結会計』

『一般会計等』



ＢＳ：貸借対照表
ＰＬ：行政コスト計算書
ＮＷ：純資産変動計算書
ＣＦ：資金収支計算書

分析の視点 住民等のニーズ 指標

①住民一人当たり資産額 1,281 千円

②歳入額対資産比率 2.53 年分

③有形固定資産減価償却率 66.13 ％

①純資産比率 75.66 ％

②将来世代負担比率 14.83 ％

①住民一人当たり負債額 312 千円

②基礎的財政収支 940,187 千円

（４）効率性
行政サービスは効率的に提供さ
れているか

①住民一人当たり行政コスト 442 千円

（３）持続可
能性

（健全性）

財政に持続可能性があるか
（どのくらい借金があるか）

ＢＳ負債額÷住民基本台帳人口（当該年度末）※

ＣＦ業務活動収支（支払利息支出を除く）＋
ＣＦ投資活動収支（基金を除く）

ＰＬ純行政コスト÷住民基本台帳人口（当該年度末）※

（５）自律性

歳入はどのくらい税収等でまか
なわれているか
（受益者負担の水準はどうなって
いるか）

①受益者負担の割合 ＰＬ経常収益÷ＰＬ経常費用

（２）世代間
公平性

将来世代と現世代との負担の分
担は適切か

ＢＳ純資産額÷ＢＳ資産額

ＢＳ地方債残高（特例地方債を除く）÷ＢＳ有形・無形固定資産合計

2.81 ％

※　住民基本台帳人口（当該年度末）については、令和3年3月31日現在75,806人となります。

令和2年度甲斐市一般会計等貸借対照表解説

　地方公共団体が保有する資産・負債に関する指標を算出することにより、本市の財政状況について多角的に分析

　し、全体の大まかな傾向を把握することができます。分析の主な指標は以下のとおりです。

　※これらの指標については、単年度に発生した取引の影響で大きく数値が変動する場合があります。

財　政　指　標

計算式 Ｒ2

一般会計等


（１）資産形
成度

将来世代に残る資産はどのくら
いあるか

ＢＳ資産額÷住民基本台帳人口（当該年度末）※

ＢＳ資産額÷ＣＦ歳入合計額

ＢＳ有形固定資産減価償却累計額÷ＢＳ取得価格等



1,281千円

2.53年分

66.13％

75.66％

14.83％

　　算定式：　ＢＳ負債額　÷　住民基本台帳人口（当該年度末）
312千円

　　　　　　　12,439,128,655円　　　÷　　83,893,227,699円　　×　　100　　≒

　　　　　　　23,630,095,684円　　　÷　　75,806人　　≒

（３）持続可能性（健全性）…財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）

　①住民一人当たり負債額

　　負債（＝将来世代の負担）が市民一人当たりいくらあるのかを表します。

　　保有している有形固定資産等のうち、将来償還等が必要な負債（＝将来世代の負担）が占める割合を表します。
　　この比率が高いほど、社会資本形成における将来世代の負担が大きいことを示しています。
　　　※特例地方債のうち、本市において残高が残る債務は臨時財政対策債・減税補てん債・都道府県貸付金となります。

　　　純資産の減（＝純資産比率の減）…過将来世代が利用可能な資源を、過去及び現代世代が消費していることを表します。

　②将来世代負担比率
　　算定式：　ＢＳ地方債残高（特例地方債を除く）　÷　ＢＳ有形・無形固定資産合計

　　算定式：　ＢＳ純資産額　÷　ＢＳ資産額

　　保有している有形固定資産等がどの世代の負担により行われたのかを把握し、世代間負担の公平性を測ります。
　　　純資産の増（＝純資産比率の増）…過去および現代世代の負担により将来世代が利用可能な資源を蓄積したことを表し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。

　　　　　　　　73,462,586,306円　　　÷　　97,092,681,990円　　×　　100　　≒

　　有形固定資産の耐用年数に対し、資産の取得からどの程度経過したのかを表します。

（２）世代間公平性…将来世代と現世代との負担の分担は適切か

　①純資産比率

　③有形固定資産減価償却率
　　算定式：　ＢＳ有形固定資産減価償却累計額　÷　ＢＳ取得価格等

　　　　　　　　　　　　　103,650,236,135円 　　÷　　156,731,533,473円　　×　　100　　≒

　②歳入額対資産比率
　　算定式：　ＢＳ資産額　÷　ＣＦ歳入合計額（業務収入　+　投資活動収入　+　財務活動収入　+　前年度末資金残高）

　　これまでに形成されたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表します。

　①住民一人当たり資産額

　　算定式：　ＢＳ資産額　÷　住民基本台帳人口（当該年度末）※令和3年3月31日現在

　　住民一人に対し、行政サービスに用いることができる資産額がどの程度あるかを表します。

　　　　　　97,092,681,990円　　　÷　　75,806人　　　≒

97,092,681,990円　　　÷　　38,322,549,474円　　　≒

○各指標について

（１）資産形成度…将来世代に残る資産はどのくらいあるか



　　算定式：　ＣＦ業務活動収支（支払利息支出を除く）　＋　ＣＦ投資活動収支（基金を除く）

　　当該バランスが均衡している場合、持続可能な財政運営が実現できていると捉えることができます。

　
　①住民一人当たり行政コスト

　ます。

　①受益者負担の割合
　　算定式：　ＰＬ経常収益　÷　ＰＬ経常費用

　行政サービス提供に対する負担（経常費用）を、使用料等の受益者負担（経常収益）でどの程度まかなえているかを示し

（４）効率性…行政サービスは効率的に提供されているか

　　算定式：　ＰＬ純行政コスト　÷　住民基本台帳人口（当該年度末）

　　資産形成に結びつかない行政サービス等が、市民一人当たりいくらかかっているのかを表します。

（５）自律性…歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者負担の水準はどうなっているか）

442千円

2.81％

940,187千円2,427,009,792円 - (-130,737,660円） + (-834,442,068円) - (2,115,413,300-1,332,295,018)円　　≒　　

　　地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを示しています。

33,519,488,578円　　÷　　75,806人　　≒　　

　　　　　　　　969,308,376円 　　÷　 34,507,299,322円　　×　　100　　≒　　

　②基礎的財政収支



ＢＳ：貸借対照表
ＰＬ：行政コスト計算書
ＮＷ：純資産変動計算書
ＣＦ：資金収支計算書

分析の視点 住民等のニーズ 指標

①住民一人当たり資産額 1,281 千円 1,291 千円 △ 10 千円

②歳入額対資産比率 2.53 年分 3.59 年分 △ 1.06 年分

③有形固定資産減価償却率 66.13 ％ 64.77 ％ 1.36 ％

①純資産比率 75.66 ％ 74.83 ％ 0.83 ％

②将来世代負担比率 14.83 ％ 15.55 ％ △ 0.72 ％

①住民一人当たり負債額 312 千円 325 千円 △ 13 千円

②基礎的財政収支 940,187 千円 1,850,908 千円 △ 910,721 千円

（４）効率性 行政サービスは効率的に提供されているか ①住民一人当たり行政コスト 442 千円 321 千円 121 千円

令和2年度甲斐市一般会計等貸借対照表解説

　地方公共団体が保有する資産・負債に関する指標を算出することにより、本市の財政状況について多角的に分析

　し、全体の大まかな傾向を把握することができます。分析の主な指標は以下のとおりです。

　※これらの指標については、単年度に発生した取引の影響で大きく数値が変動する場合があります。

財　政　指　標

計算式

Ｒ２

2.81 ％

（３）持続可能性
（健全性）

財政に持続可能性があるか
（どのくらい借金があるか）

ＢＳ負債額÷住民基本台帳人口（当該年度末）※

ＣＦ業務活動収支（支払利息支出を除く）＋
ＣＦ投資活動収支（基金を除く）

ＰＬ純行政コスト÷住民基本台帳人口（当該年度末）※

（５）自律性 歳入はどのくらい税収等でまかなわれているか
（受益者負担の水準はどうなっているか）

①受益者負担の割合 ＰＬ経常収益÷ＰＬ経常費用

※　住民基本台帳人口（当該年度末）については、令和3年3月31日現在75,806人となります。

（２）世代間公平性 将来世代と現世代との負担の分担は適切か

ＢＳ純資産額÷ＢＳ資産額

ＢＳ地方債残高（特例地方債を除く）÷ＢＳ有形・無形固定資産合計

比較

（１）資産形成度 将来世代に残る資産はどのくらいあるか

ＢＳ資産額÷住民基本台帳人口（当該年度末）※

ＢＳ資産額÷ＣＦ歳入合計額

ＢＳ有形固定資産減価償却累計額÷ＢＳ取得価格等

％△ 0.87％3.68

Ｒ１


