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１ 地方公会計制度導入の目的  

地方公会計制度は、現金主義・単式簿記によるこれまでの自治体の会計制度に、発生

主義・複式簿記といった企業会計的な要素を取り入れ、資産、負債等のストック情報や

引当金のような見えにくいコストを把握し、自治体の財政状況等をわかりやすく開示す

るとともに、資産・負債の適正な管理とその有効活用といった自治体の内部管理の強化

を図るものです。  

また、今後すべての自治体は、統一的な基準による地方公会計制度へ移行することと

なります。固定資産台帳の整備によって、資産情報、減価償却費等のより精緻な把握が

可能となるほか、全国統一の基準による財務書類が作成されることで、類似団体との比

較が容易になります。   

 

２ 作成対象とする範囲 

  蓮田白岡衛生組合（以下「組合」という。）では、特別会計がなく、一般会計等の範囲

となります。 

  また、連結財務書類の対象範囲となるような関連団体はないため、連結財務書類の 

作成は行いません。 

（※上部団体と連結対象となるため、蓮田市及び白岡市に財務書類のデータ提供を

行いました。） 

３ 作成基準日 

作成基準日は、会計年度の最終日である平成 30 年 3 月 31 日です。平成 30 年 4 月

1日から平成 30年 5月 31日までの出納整理期間の収支については、基準日に終了し

たものとして取り扱っています。 

 

４ 財務書類 4表について 

（１）貸借対照表【ストック情報 ＢＳ（Balance Sheet）】 

会計年度の最終日において、組合が保有する「資産」・「負債」・「純資産」の残高

を示すものです。 

資産の部は、資金や金融資産と将来の世代に引き継ぐ社会資本の金額を示すもの

です。 

負債の部は、将来の世代が負担しなければならない金額を示しています。 

    純資産の部は、これまでの世代が負担した金額を示しています。 

 （２）行政コスト計算書【フロー情報 ＰＬ（Profit and Loss statement）】 

１年間の行政活動のうち、資産の形成には結びつかない行政サービスに係る経費

を経常行政コストとして、また、その行政サービスに対する、使用料や手数料等の

受益者負担額を経常収益として表したものです。 

    純経常行政コストを見ると、資産の形成には結びつかない行政サービスに係る経

費のうち、地方税や地方交付税といった一般財源等で賄わなければならないコスト

を一般的には表しています。 

 （３）純資産変動計算書【純資産の変動情報 ＮＷ（Net Worth ）】 

会計年度中の、期首から期末への純資産の動きを表すため新地方公会計制度導入

において新設された財務書類です。 

純資産ですので、今までの世代が負担してきた部分が１年間でどのように変動（増

減）したかを示すものです。  

 （４）資金収支計算書【現金収支情報 ＣＦ（Cash Floｗ statement）】 

１年間における資金の流れを示すもので、性質に区分して、支出と収入を示し、

どのような活動に資金がつかわれたかを表しています。 
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５ 貸借対照表（バランスシート） 

 

【平成 30年 3月 31日現在】                    （単位：円） 

科目名 金額 科目名 金額 

【資産の部】 

 

【負債の部】 

   固定資産 3,410,425,680   固定負債 1,502,207,262 

    有形固定資産 3,238,705,298     地方債 1,337,163,579 

      事業用資産 3,224,315,627     長期未払金 0 

        土地 488,995,947     退職手当引当金 148,099,669 

        建物 14,675,737,720     損失補償等引当金 0 

        建物減価償却累計額 △11,966,489,642     その他 16,944,014 

        工作物 278,631,308   流動負債 234,549,260 

        工作物減価償却累計額 △252,559,706     １年内償還予定地方債 137,353,032 

      インフラ資産 0     未払金 0 

      物品 62,770,803     未払費用 0 

      物品減価償却累計額 △48,381,132     前受金 0 

    無形固定資産 11,500,712     前受収益 0 

      ソフトウェア 11,500,704     賞与等引当金 22,567,611 

      その他 8     預り金 66,999,413 

    投資その他の資産 160,219,670     その他 7,629,204 

      基金 160,219,670 負債合計 1,736,756,522 

       その他 160,219,670 【純資産の部】 

   流動資産 97,560,105   固定資産等形成分 3,410,425,680 

    現金預金 97,560,105   余剰分（不足分） △１,639,196,417 

    未収金 0 

      短期貸付金 0 

      基金 0 

      棚卸資産 0 

      その他 0 

      徴収不能引当金 0 純資産合計 １,771,229,263 

資産合計 3,507,985,785 負債及び純資産合計 3,507,985,785 
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貸借対照表の内容 

【資産の部】 

固

定

資

産 

 

有形

固定

資産 

事

業

用 

土 地 組合が所有する土地の資産です。 

建 物 組合が所有する建物や付帯設備等の資産です。 

工作物 組合が所有するフェンスや井戸水設備等の資産です。 

インフラ資産 道路等の社会基盤となる資産です。 

物 品 組合が購入（50万円以上）した備品等の資産です。 

無形固定資産 組合が保有するソフトウェア等が該当します。 

投資その他の資産 施設建設のための将来的積立金と基金運用利子です。 

流動資産 
平成 29年度の不用額と歳計外現金（平成 30年 3月 31日現

在）の残額になります。 

【負債の部】 

固

定

負

債 

地方債 
地方債残高のうち１年以内償還予定地方債を除いた残高で

す。 

退職手当引当金 
本年度末全職員（特別職を含まない）が普通退職した場合の

退職手当の支給額を計上しています。 

その他 
庁用電算機器や庁用自動車のリース債務等が該当します。 

流

動

負

債 

１年内償還予定地方債 １年以内償還予定地方債です。 

賞与等引当金 

翌年度 6月に支給予定の期末及び勤勉手当のうち、全支給対

象期間に対する本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を

計上しています。 

預り金 歳計外現金の年度末残高です。 

その他 短期的な事務機器類を借上げたものが該当します。 

【純資産の部】 

固定資産等形成分 資産形成のために充当した資源の蓄積をいいます。 

余剰分（不足分） 
組合の費消可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭の形態

で保有されたものです。 

【資産の部】 

（１）固定資産 

ａ 有形固定資産・無形固定資産の状況 

 固定資産としては、平成 30 年 3 月 31 日現在の組合が所有する土地や建物等の資

産の状況を表したものです。 

前年度からの増減については、ごみ処理施設の延命化工事が最終年度を迎えてご

み処理施設本体の補修工事を実施したことにより資産が増加しています。 

また、組合敷地の道路用地を白岡市へ譲渡したことにより、固定資産の土地資産

が減ったことや建物・工作物も減価償却により（12,219千円）となったものです。 

ｂ 基金・積立金 

    積立金としては、平成 25年度に施設整備基金条例を制定し、施設を整備するため

の積立を行っているものです。平成 29 年度の積立額は、利子分（47 千円）のみで、

期末残額（160,219千円）となっています。 
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基金の積立状況                           （単位：円） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

施設整備基金積立額 40,033,247 55,086,687 40,042,837 47,399 

期末残額 65,042,747 120,129,434 160,172,271 160,219,670 

 ※施設整備基金には、その年度に受け取った運用益等が含まれており、運用方法につい

ては随時見直しを行い、安全性が高い有利な方法で運用しています。 

 

（２）流動資産 

   組合の平成 29年度末の歳入歳出差引額（30,561千円）及び年度末における歳計外現

金（66,999千円）を計上しています。 

 

【負債の部】 

  負債では、将来において支払いや返済の必要があるもので、１年以内に支払いの期限

が到来するものを流動負債（234,549 千円）、それ以外のものを固定負債（1,502,207 千

円）といいます。  

 

（１）地方債の残高 

   組合では、重要な設備の更新や一度に多額の費用を要する事業の財源として、財務

省の財政融資資金や埼玉県のふるさと創造貸付金による資金の調達（借金）を行って

います。 

平成 29年度以降における組合の借金残高（元金分）等は次のとおりです。 

 

借金残高の推移                           （単位：円） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

財務省 1,237,736,611 1,144,183,579 1,005,348,625 866,052,086 

埼玉県 236,780,000 192,980,000 163,780,000 139,560,000 

計 1,474,516,611 1,337,163,579 1,169,128,625 1,005,612,086 

 

【純資産の部】 

  純資産とは、資産の合計から負債の合計を差引いたものです。資産を形成するために

調達した財源のうち、組合では、両市からの分担金及び負担金が該当します。分担金及

び負担金の推移については、純資産変動計算書の財源に記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 
 

６ 行政コスト計算書 

  行政コスト計算書は、１年間の行政活動のうち、建物の建設や土地の取得等の資産形

成に結びつかない行政サービスの経費と、そのサービスの結果得られた財源を表してい

ます。 

【自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日】          （単位：円） 

科目名 金額 主な収支内容 

  経常費用 1,616,881,379  

    業務費用 1,594,869,655  

      人件費 277,199,384  

        職員給与費 253,290,811 職員の給与費や共済費等が該当します。 

        賞与等引当金繰入額 22,567,611  

        退職手当引当金繰入額 0  

        その他 1,340,962 特別職の報酬等が該当します。 

      物件費等 1,309,941,713  

        物件費 988,413,437 需用費や委託料等が該当します。 

        維持補修費 67,119,986 施設維持管理や修繕料等が該当します。 

        減価償却費 254,408,290 平成 29年度の資産価値等減価償却費です。 

        その他 0  

      その他の業務費用 7,728,558  

        支払利息 5,446,394 地方債償還に係る利息が該当します。 

        徴収不能引当金繰入額 0  

        その他 
2,282,164 

公有建物火災共済基金に係る分担金が該当し

ます。 

    移転費用 22,011,724  

      補助金等 
21,449,324 

埼玉県総合事務組合や関係地区等への負担金

が該当します。 

      社会保障給付 0  

      その他 562,400 汚染賦課金、自動車重量税が該当します。 

経常収益 431,885,865  

    使用料及び手数料 
348,095,649 

行政財産使用料や有料指定袋の売却等の手数

料が該当します。 

    その他 
83,790,216 

鉄・アルミ、ペットボトルや古紙等の資源物

売却等の利益が該当します。 

純経常行政コスト 1,184,995,514  

  臨時損失 0 資産除売却損など 

  臨時利益 0 資産売却益など 

純行政コスト 1,184,995,514  
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【経常費用】 

（１）人件費  

組合で働く職員の給与や賞与引当繰入金等の歳出推移は次のとおりです。（単位：円） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

人件費 279,648,618 272,397,330 269,526,211 277,199,384 

  

  

職員給与費 257,475,090 247,806,883 245,385,278 253,290,811 

賞与引当金繰入金 20,782,941 23,319,237 22,784,533 22,567,611 

その他 1,390,587 1,271,210 1,356,400 1,340,962 

 

（２）その他の業務費用   

経常費用のうち、地方債利息の推移は次のとおりです。       （単位：円） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

地方債利息 5,803,832 6,834,565 6,355,100 5,446,394 

 

【経常収益】 

（１）使用料及び手数料 

   使用料及及び手数料（ごみ手数料、し尿手数料）の推移は次のとおりです。                             

（単位：円） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

使用料 45,280 64,980 65,480 75,400 

手数料 341,086,342 348,178,699 349,757,362 348,020,249 

 
ごみ手数料 321,114,449 329,808,535 332,104,746 330,728,069 

し尿手数料 19,971,893 18,370,164 17,652,616 17,292,180 

 

（２）その他 

経常収益のうち、資源物売却等（鉄・アルミ、ペットボトル、古紙類、リサイクル

家具、小型家電等）の売払代金の推移は次のとおりです。     （単位：円） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

資源物売却等 99,153,959 87,120,315 67,529,860 80,802,331 

 

鉄・アルミ 35,071,179 30,102,944 20,105,816 27,895,116 

ペットボトル 18,073,081 11,601,950 10,275,354 11,741,977 

古紙類 43,275,672 43,526,847 35,680,731 39,273,748 

リサイクル家具 687,350 1,115,200 1,268,100 1,434,450 

小型家電等売却 2,046,677 773,374 199,859 457,040 
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７ 純資産変動計算書 

  純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている金額が１年間にどの

ように変動したかを表しています。 

 【自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日】          （単位：円） 

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 

前年度末純資産残高 1,905,272,516 3,648,672,630 △1,743,400,114 

  純行政コスト（△） △1,184,995,514 - △1,184,995,514 

  財源 1,089,216,320 - 1,089,216,320 

    税収等 1,089,216,320 - 1,089,216,320 

    国県等補助金 ‐ - ‐ 

  本年度差額 △95,779,194 - △95,779,194 

  固定資産等の変動（内部変動） - △199,982,891 199,982,891 

    有形固定資産等の増加 - 54,378,000 △54,378,000 

    有形固定資産等の減少 - △254,408,290 254,408,290 

    貸付金・基金等の増加 - 47,399 △47,399 

  資産評価差額 - - - 

  無償所管換等 △38,264,059 △38,264,059 - 

  その他 ‐ ‐ ‐ 

  本年度純資産変動額 △134,043,253 △238,246,950 104,203,697 

本年度末純資産残高 1,771,229,263 3,410,425,680 △1,639,196,417 

純資産変動計算書の内容 

科目名 内 容 

前年度末純資産残高 前年度貸借対照表純資産の部の残高です。 

純行政コスト（△） 本年度行政コスト計算書の純行政コストです。 

財源 両市からの分担金及び負担金が該当します。 

固定資産等の変動  

有形固定資産等の増加 本年度の有形固定資産増加分です。 

有形固定資産等の減少 本年度の減価償却費等の有形固定資産減少分です。 

貸付金・基金等の増加 本年度の施設整備基金増加分が該当します。 

その他 上記以外の純資産及びその内部の変動額です。 

本年度末純資産残高 本年度貸借対照表純資産の部の残高と一致します。 

 

（１）財源 

組合では、財源のほぼ 7 割が、両市からの分担金及び負担金によって運営されてい

ます。                              （単位：円） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

蓮田市 621,722,240 614,446,700 619,584,380 582,573,480 

白岡市 528,312,940 527,217,520 536,302,520 506,642,840 

合計 1,150,035,180 1,141,664,220 1,155,886,900 1,089,216,320 
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８ 資金収支計算書 

資金収支計算書とは、活動の性質により、経常的収支の部、投資活動収支の部、財務

的収支の部の 3 つに区分して、１年間の資金の流れを表わしています。 

 【自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日】       （単位：円） 

科目名 金額 主な収支内容 

【業務活動収支】 毎年度の経常的な収支です。 

  業務支出 1,362,882,174  

    業務費用支出 1,340,870,450  

      人件費支出 277,608,469 職員及び臨時職員の給与が該当します。 

      物件費等支出 1,057,815,587 需用費や委託料等が該当します。 

      支払利息支出 5,446,394 地方債償還に係る利息が該当します。 

      その他の支出 ‐  

    移転費用支出 22,011,724 埼玉県総合事務組合や関係地区への負担金が

該当します。       補助金等支出 21,449,324 

      社会保障給付支出 ‐  

      その他の支出 562,400 汚染賦課金等の公課費が該当します。 

  業務収入 1,521,102,185  

    税収等収入 1,089,216,320 
蓮田市及び白岡市からの分担金及び負担金が

該当します。 

    国県等補助金収入 ‐  

    使用料及び手数料収入 348,095,649 
行政財産使用料並びにごみの有料指定袋の売

却等の手数料が該当します。 

    その他の収入 83,790,216 
鉄・アルミや古紙等の資源物売却等の利益が

該当します。 

  臨時支出 ‐ 臨時的に支出されるものが該当します。 

  臨時収入 ‐ 臨時的に収入されるものが該当します。 

業務活動収支 （Ａ） 158,220,011 業務活動収支区分の合計です。 

   

【投資活動収支】 資産の取得、処分や基金の積立、取崩等の収支です。 

  投資活動支出 54,425,399  

    公共施設等整備費支出 54,378,000 資産形成に係る費用が該当します。 

    基金積立金支出 47,399 施設整備基金積立金の積立分が該当します。 

  投資活動収入 ‐ 固定資産の売却収入等が該当します。 

投資活動収支 （Ｂ） △54,425,399  

   

【財務活動収支】 
 

 

  財務活動支出 115,752,872 
地方債償還金が該当します。 

    地方債償還支出 107,154,668 

  その他の支出 8,598,204  
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  財務活動収入 ‐ 
地方債借入金が該当します。 

    地方債発行収入 ‐ 

財務活動収支 （Ｃ） △115,752,872 財務的収支区分の合計です。 

本年度資金収支額 

 （Ａ+Ｂ+Ｃ） （Ｄ） 
△11,958,260  

前年度末資金残高（Ｅ） 42,518,952 前年度の資金収支残高（前年度繰越金）です。 

本年度末資金残高 

（Ｄ+Ｅ）（Ｆ） 
30,560,692 

本年度一般会計の歳入歳出の差額と一致しま

す。 

   

前年度末歳計外現金残高 70,681,057 
職員の給与等の控除並びに、契約保証金等一

時預かり金が該当します。 
本年度歳計外現金増減額 △3,681,644 

本年度末歳計外現金残高（Ｇ） 66,999,413 

本年度末現金預金残高 

（Ｆ+Ｇ） 
97,560,105  

 

 

９ 平成 29年度財務書類分析数値について（※計算による端数は四捨五入しています。） 

 

○○ 税理士による経営分析 ○○ 

貴組合の財務 4 表の特徴として、①資産の価値減少＝老朽化が進行しているということ

が挙げられます。また、将来の施設等の更新に向けて基金の積み立てをしていますが、減

価償却累計額に対し 10％程度に留まっています。②本年度は行政コストが負担金を上回っ

ています。特に大きな割合を占めているのは、委託料と減価償却費そして維持補修費です。 

今後、施設更新に備えるための積立と施設維持のための補修費を同時に賄っていかなけ

ればならず、安定的な財源の確保とコストの再確認が必要であると考えます。 

見解を踏まえて指標を作成してみました。 

 

（１）資産形成度の指標「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」 

ａ 住民一人当たり資産額   

資産合計 ／ 住民基本台帳人口（114,648人）  

    3,507,985,785円 ／ 114,648人 ＝ 30,597円（平成28年度 32,815円）  

 

組合が所有する資産額を住民人口（蓮田市と白岡市）で除して、一人当たりの金

額を算出したものです。 

※人口 114,648 人は、構成市である蓮田市及び白岡市の平成 30 年 4 月 1 日時点の

人口表（蓮田市 62,137人白岡市 52,511人）から引用しています。 

 

ｂ 歳入額対資産比率 

資産合計 ／ （本年度収入合計＋前年度末資金残高） 

3,507,985,785円 ／（1,521,102,185円＋42,518,952円） ＝ 2.24年 

                      （平成 28年度 2.26年） 

 

当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、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、組合の資
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産形成の度合いを測ることができます。組合では、2.24 年となっており、施設の

老朽化により資産価値が年々減少する傾向にあります。 

資産の老朽化は経年により避けては通れません。施設の更新時期まで事業活動

を維持するために、収支バランスを安定的に維持していく必要があります。 

 

ｃ 有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

有形固定資産の減価償却累計額 ／ 取得価額等 

12,267,430,480円 ／ 15,017,139,831円 × 100 ＝ 81.7％ 

                    （平成 28年度 80.3年） 

 

組合の資産老朽化比率は 81.7％であり、他団体とほぼ同水準であり、科目別の

老朽化比率は建物 81.5 ％、工作物 90.7 ％、物品 77.0 ％となりました。  

土地や建設仮勘定（建設中の建物などに支払った建設費の一部）以外の有形固

定資産を一定の耐用年数によって減価償却を実施した場合、年度末における資産

が全体としてどの程度経過しているかの比率で 100％に近いほど老朽化の程度が

高いことを示しています。高い老朽化率の中で、事業活動を維持するためには、

修繕計画を着実に実施していく必要があると考えます。 

 

（２）世代間公平性の指標「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」 

ａ 純資産比率 

純資産合計 ／ 資産合計 

1,771,229,263円 ／ 3,507,985,785円 × 100 ＝ 50.5％ 

（平成28年度 50.6%） 

 

純資産比率とは、将来世代と現世代との負担の配分をいいます。したがって、

純資産の変動は、将来世代と現世代との負担の割合が変動したことを意味します。 

例えば、純資産の減少は、現世代が将来世代にとって利用可能であった資源を

費消して便益を享受する一方で、将来世代に負担が先送りされたことを意味し、

逆に、純資産の増加は、現世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資源 

を蓄積したことを意味すると捉えることもできます。 

組合では 50.5％で他団体（94～99％）と比較して小さい数値となっており、こ

れは将来世代の負担が相対的に大きいことを意味します。基金積立および施設の

整備計画を精査することで、将来負担と現世代の負担の公平を図ることが可能と

考えます。 

 

ｂ 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

地方債 ／ 社会資本等（事業用資産＋インフラ資産） 

1,474,516,611円 ／ （3,224,315,627円＋0円）× 100 ＝ 45.7％ 

（平成28年度 45.3%） 

 

社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合（公共資産等形

成充当負債の割合）を算出することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負

担の比重を把握することができます。組合では、45.7％でありました。昨年度同

様、減価償却費に比べ地方債償還が少額であり、減価償却に公債償還が追いつい

ていなことで、将来世代負担が多くなっています。 
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（３）持続可能性（健全性）の指数「財政に持続可能性があるのか（どのくらい借金があ

るか）」 

ａ 住民一人当たり負債額 

負債額 ／ 住民基本台帳人口 

1,184,995,514円 ／ 114,648人 ＝ 10,336円（平成28年度 16,195円） 

 

負債（将来世代の負担）が住民一人当たりいくらあるのかを表し、住民一人当

たりの資産や純資産等と対比して財政の健全性を検討する指標です。 

一人当たりの総資産に対する負債比率は約 30％であり、やや将来世代に負担が

大きくなっていると考えます。（参考：蓮田市 H28年 23.3％ 白岡市 H28年 16.2％） 

 

ｂ 基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

  業務活動収支 －（△支払利息支出）＋投資活動収支 

158,220,011円 －（－5,446,394円）＋（－54,425,399円）＝ 109,241,006円 

                     （平成28年度 85,854,504円） 

 

通常の業務活動収支と、投資活動収支の合算額となります。このバランスが均

衡している場合は、経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財

政運営であるといえます。組合では 109,241千円のプラスとなっています。 

プライマリーバランスは前年度より増加しましたが、一方で地方債の償還やリ

ース債務支出があるため財務活動支出（115,752 千円）、資金残高は前年に比べマ

イナスとなっております。 

 

ｃ 債務償還可能年数 

実質債務 ／ 償還財源上限額(業務収入等 － 業務支出) 

1,474,516,611円 ／（1,521,102,185円－1,362,882,174円）＝ 9.3年 

（平成28年度 6.58年） 

 

債務が償還財源上限額（業務活動収支）の何年分あるかを示す指標で、年数が

短いほど債務償還能力が高いといえます。組合では 9.3年となっております。 

業務活動収支が減少したため、前年度の 6.58年より長くなりましたが、地方債

の返済期間である１５年より小さいことから、健全であるといえます。 

 

（４）効率性の指標「行政サービスは効率的に提供されているか」 

ａ 住民一人当たり純経常行政コスト 

純経常行政コスト ／ 住民基本台帳人口 

1,184,995,514円 ／ 114,648人 ＝ 10,336円（平成28年度 10,340円） 

 

（５）弾力性の指標「資産形成等を行う余裕はどのくらいあるか」 

ａ 行政コスト対税収等比率 

純経常行政コスト ／ 財源等（税収等（分担金）＋国県等補助金） 

1,184,995,514円 ／ （1,089,216,320円＋0円）× 100 ＝ 108.8％ 

（平成 28年度 102.6％） 
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税収等のうち、どれだけが資産形成を伴わない行政コストに消費されたのかを

把握するための指標です。この比率が 100％に近づくほど資産形成の余裕度が低い

といえ、100％を上回ると、過去から蓄積した資産が取り崩されたことを意味しま

す。組合では、108.8％となっており、他団体と比較しても高い数値にありません

が、前年度に続き、今年度も 100%を超えております。これは、組合の財政状態が

悪化していることを表しており、収支の安定化を図る必要があると考えます。 

 

 

（６）自律性の指標「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）」 

ａ 受益者負担の割合 

経常収益 ／ 経常費用 

431,884,865円 ／ 1,616,881,379円 × 100 ＝ 26.7％ 

（平成28年度 26.4％） 

 

行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を算出することができます。 

組合では 26.7％であり、他団体（1～14％）と比較しても優良な数値であると考

えられます。また、前年度に比べて数値は横ばいで推移しております。 

 

 

以 上 


