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基金の積立て状況等の「見える化」の推進

「経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月21日閣議決定）」（改革工程表に沿って、（略）地方自治体の基金
の見える化（一覧化を含む）に、引き続き着実に取り組む。）を踏まえ、引き続き、すべての地方公共団体における基金の
積み立て状況等を以下の様式により公表

※ この他、基金残高等一覧（財政調整基金、減債基金、その他主な特定目的基金の年度末残高や増減等を一覧化したもの）を公表

【記載の具体例】

（百万円）

区分
年度 H28 H29 H30

10,616 9,875 14,992

38,130 25,132 17,136

71,192 67,929 64,817

13,083 13,083 13,083

10,051 10,022 10,013

10,000 10,000 10,000

9,048 8,369 8,409

7,818 7,818 7,818

119,938 102,935 96,946

北海道地域医療介護総合確保基金

北海道地域福祉基金

基金残高合計

財政調整基金

減債基金

その他特定目的基金

北海道森林整備担い手対策基金

北海道北方領土隣接地域振興等基金

北海道文化基金
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（11）基金残高（東日本大震災分を含む）に係る経年分析（都道府県） 平成30年度 北海道

（百万円）

（増減理由）

財政調整基金の残高が増加した一方、道債の繰上償還等のために減債基金を取り崩したこと、北海道胆振東部地震の発生に伴い北

海道災害救助基金を取り崩したことなどにより、基金全体としては約60億円の減となった。

（今後の方針）

平成31年度まで道債の繰上償還の財源として減債基金の活用を予定していることや、特定目的基金では使途に応じた事業実施が見

込まれていることから、今後基金残高は減少傾向にある。

基金全体

（基金の使途）

北海道森林整備担い手対策基金：森林整備の担い手としての林業労働に従事する者の労働安全衛生の確保に関する経費等の財源に

充てるための基金。

北海道北方領土隣接地域振興等基金：北方領土問題等の解決促進のための事業に要する経費に充てるための基金。

（増減理由）

北海道災害救助基金：北海道胆振東部地震の発生に伴い、救助費用として約27億円を取り崩したことによる減。

（今後の方針）

北海道森林整備担い手対策基金：繰替運用の解消に伴い一般会計に繰り入れるため、令和元年度に130億円程度を取り崩す見込み。

北海文化基金：繰替運用の解消に伴い一般会計に繰り入れるため、令和元年度に100億円程度を取り崩す見込み。

北海地域福祉基金：繰替運用の解消に伴い一般会計に繰り入れるため、令和元年度に78億円程度を取り崩す見込み。

その他特定目的基金

（増減理由）

歳入確保額、経費削減額の増等による増加

（今後の方針）

厳しい財政状況が続く中、後年度予算の財源確保として、年間を通じた執行残等の財源を活用しながら積立てに努めるほか、将来

的には、実質赤字比率の早期健全化基準である標準財政規模の3.75％相当額(概ね500億円程度)の積立てを目指す。

財政調整基金

（増減理由）

道債の繰上償還等のため取り崩しを行ったことによる減少

（今後の方針）

直近で実質公債費比率の上昇が見込まれる平成30年度から令和２年度の３年間における比率の改善を図るべく、令和元年度におい

て、繰上償還の財源として80億円程度活用予定。

減債基金
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○ 「経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月21日閣議決定）」（地方単独事業（ソフト）に関して、試行調査を行
い明らかになった課題に配慮しつつ検討を行い、法令との関係を含めて引き続き見える化に取り組む）を踏まえ、平成30年
度決算分について、平成29年度決算に係る試行調査で明らかになった課題に以下のとおり対応の上、417の歳出小区分を
設定して試行調査を実施、結果を公表（令和２年９月）

○ 引き続き、地方公共団体からは、歳出区分の設定のあり方、歳出区分への計上精度の向上等に係る意見が示されている
ことから、そうした課題に対応しつつ、令和元年度決算分について試行調査を実施（令和２年11月）

○ 地方単独事業（ソフト）について、平成29年度決算分から、趣旨・目的が共通する経費を一つの区分とすることが適当との
考え方の下に、371の歳出小区分を設定して試行調査を実施、結果を公表

地方単独事業（ソフト）の決算情報の「見える化」の推進

主な課題と地方公共団体からの意見の例 対応

歳出区分の設定のあり方
・農地防災施設（ため池等）の維持管理経費や道路の除排雪に要する
経費の計上先を追加してほしい

歳出小区分の新規追加

歳出区分への計上精度の向上
・各歳出小区分に計上する経費の具体例を記載してほしい

記載要領の明確化

各地方公共団体における事務負担
・事務負担が大きく、回答の作成に多くの時間を要する

十分な調査スケジュールの確保

システム改修による対応の必要性・コスト
・調査内容に対応したシステム改修が生じる可能性がある

各地方公共団体の財務会計システムの現況等の把握

令和元年度以降の取組

今後の対応
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財務書類の概要

地方公会計に係る指標

【財務書類の「見える化」】 【ストック情報の「見える化」（財政状況資料集の充実）】

施設類型ごとの有形固定資産減価償却率、一人当たりの面積等

有形固定資産減価償却率（全体）

施設情報の分析欄
本市は平成17年度の広域合併により、施設数が増加し、公営住宅を除く市民一人当たりの公共施設面積は、全政令市のうち最も大きくなっている。
道路については、一人当たり延長が政令市3位、政令市平均の2.4倍と長くなっている。有形固定資産減価償却率は、政令市で一番低くなっているが、
償却率は上昇傾向にあり、今後維持管理、更新費用の増加が見込まれている。
橋りょうは市内に4,000橋を超える数があり、高度経済成長期の始まりを境に集中して整備してきたことから、今後建設後50年を超えるものが増大す
るため、橋りょうのアセットマネジメントによる計画的な維持管理を進めている。
学校施設については、一人当たり面積が政令市2位、政令市平均の1.2倍と大きくなっているが、これまで適正配置基本方針に基づき、学校の統廃

合を実施してきたため、減少傾向にある。有形固定資産減価償却率は、政令市平均が上昇傾向にあるのに対し、統廃合の実施により上昇が抑制さ
れている。

有形固定資産減価償却率の分析欄
平成26年度まで合併建設計画により，道路等の

インフラ整備をはじめ，文化・スポーツ施設の整
備，学校の改築等を進めてきたことから，減価
償却率は低い傾向にある。今後も，減価償却率
が上昇する見込みであるため、平成27年に策
定した「新潟市財産推進計画」や令和2年3月に

策定した「市公共施設の種類ごとの配置方針」
に基づき，施設の最適化を進めていく。

（抜粋） （抜粋）

統一的な基準による固定資産台帳や財務書類から得られた指標を用いた分析等を行い、公共施設等の適正管理をはじめと
する資産管理や予算編成等に活用されるよう、各地方公共団体の作成した財務書類の情報やストック情報（市全体、施設類型
ごと）を比較可能な形で公表。

施設類型：

道路、橋りょう・トンネル、公営住宅、港湾・漁港、認定こども園・幼稚園・保育所、学校施設、児童館、
公民館、図書館、体育館・プール、福祉施設、市民会館、一般廃棄物処理施設、保健センター・保
健所、消防施設、庁舎

地方公会計の「見える化」の推進

２.資産と負債の比率
３.行政コストの状況
４.負債の状況
５.受益者負担の状況 も同様に公表

分析：
平成29年度の一般会計等において資産の総額は，前年度に比べて69億円の減となっている。これは平成29年度において施設整備による資産の形成に対し，

減価償却分の方が多かったことのほか，土地基金を廃止したことなどによるものである。
負債の総額は，前年度に比べて679億円の増となっている。これは義務教職員の権限移譲の影響による退職手当引当金の増のほか，固定資産の財源である

地方債について，生活インフラの整備や新潟駅周辺整備事業などにおける地方債の発行，臨時財政対策債の発行などによるものである。
連結での資産総額は2兆1,035億円である。これは下水道事業会計（5,869億円）をはじめとする公営企業会計の公共資産が加算されることによるものである。ま

た，負債総額は1兆3,747億円で，これも資産同様に下水道事業会計（5,571億円）及び水道事業会計（807億円）などの加算によるものである。

２. 行政コストの状況
３. 純資産変動の状況
４. 資金収支の状況

も同様に公表

平成29年度 財務書類に関する情報②（一般会計等に係る指標）

１．資産の状況
①住民一人当たり資産額（万円）

分析欄：

１．資産の状況

平成29年度決算を類似団体と比べると，「市民一人当
たり資産額」は低くなっている。これは，類似団体に比べ
地価が低いことが影響し，市民一人あたりの土地資産額
が低いことが影響していると考えられる。 また，「有形
固定資産減価償却率」は他団体に比べて低くなっている
ことから，他団体に比べ新規施設の整備がされていると
考えられる。

平成29年度 財務書類に関する情報①

団体名 新潟県新潟市

団体コード 151009

１．資産・負債の状況 （単位：百万円）
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統一的な基準による財務書類等の作成状況

○ 令和２年３月末時点で、平成30年度末時点の状況を反映した固定資産台帳については全団体の83.1%にあたる1,485団体が
整備（更新）済み。

○ 令和２年３月末時点で、平成30年度決算に係る財務書類については全団体の80.4%にあたる1,438団体が作成済み。

【平成30年度末時点の状況を反映した固定資産台帳の整備（更新）状況】（令和２年３月31日時点）

【平成30年度決算に係る一般会計等財務書類（財務４表）の作成状況】（令和２年３月31日時点）

（単位：団体）

（単位：団体）

43 (91.5%) 1,442 (82.8%) 19 (95.0%) 1,423 (82.7%) 1,485 (83.1%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)対象団体数

整備（更新）済み

整備（更新）状況 都道府県 市区町村 合計指定都市
指定都市除く

市区町村

「平成30年度決算に係る財務書類の作成状況等に関する調査」より

42 (89.4%) 1,396 (80.2%) 19 (95.0%) 1,377 (80.0%) 1,438 (80.4%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)

都道府県作成状況 合計指定都市除く
市区町村

指定都市

対象団体数

作成済み

市区町村

決算年度の翌年度末までに作成・更新が完了しない団体が２割程度あることから、こうした団体においては、
毎年度、確実に財務書類等の作成・更新を行うこと、及び、作成・更新の早期化を図る（少なくとも決算年度の
翌年度末までには完成させる）ことが必要。 4


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		19		1,377												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				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		1		10																②		全体財務書類 ゼンタイ ザイム ショルイ								278

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		3		67																③		連結財務書類 レンケツ ザイム ショルイ								538

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		12		5		118																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２年１～３月 レイワ ネン ガツ		28		10		1,182												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		42		18		1,018																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		0		1		262																④		全て未作成 スベ ミサクセイ								75

														その他 タ		0		0		66												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		1		311																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２年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		0		159																③		注記 チュウキ								177

														令和２年７～９月		1		1		77																④		全て未作成 スベ ミサクセイ								13

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		32												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３年１～３月		0		0		34																②		附属明細書 フゾク メイサイショ								328

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		9																③		注記 チュウキ								335

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		33																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								25		15		1,085												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		23		11		539																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		71																				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		2		4		444																								その他 タ		7

														その他 タ		0		0		31												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）								11		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		11		2		36																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		78																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		4																③		未着手 ミチャクシュ								115

						③		作成中 サクセイチュウ								5		1		357

						④		未着手 ミチャクシュ								6		2		157

		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								39		16		1,212

										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		13		675

														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		67

														公表していない コウヒョウ		2		3		435

														その他 タ		0		0		35

						②		作成中 サクセイチュウ								5		1		368

						③		未着手 ミチャクシュ								3		3		141

		5		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		1,624

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								36		15		1,355

										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		25		11		1,125

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		11		4		230

						③		注記 チュウキ								42		15		1,300

		6		H28財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								40		20		1,595

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								30		15		1,266

										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		11		1,048

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		8		4		218

						③		注記 チュウキ								36		15		1,204

		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								41		16		1,343

										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		1		12

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		3		2		42

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		8		4		89

														令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		30		9		1,200

										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		16		956

														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		38

														公表していない コウヒョウ		0		0		288

														その他 タ		0		0		61

						②		作成中 サクセイチュウ								6		4		331

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		5		3		177

														令和２年７～９月		1		1		79

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		36

														令和３年１～３月		0		0		29

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		10

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		47

		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								19		9		910

										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		17		7		440

														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		71

														公表していない コウヒョウ		2		2		378

														その他 タ		0		0		21

						②		作成済み（不足する附属明細書あり）								6		2		160

										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		4		2		47

														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		7

														公表していない コウヒョウ		2		0		103

														その他 タ		0		0		3

						③		作成中 サクセイチュウ								6		3		363

						④		未着手 ミチャクシュ								16		6		288

		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								31		10		1,127

										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		29		9		603

														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		72

														公表していない コウヒョウ		2		1		422

														その他 タ		0		0		30

						②		作成中 サクセイチュウ								8		3		380

						③		未着手 ミチャクシュ								8		7		214

		10		H29財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								46		19		1,575

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								22		14		1,147

										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		17		9		904

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		5		5		243

						③		注記 チュウキ								29		12		1,141

		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								40		15		1,259

										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		1		16

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		1		11

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		9		3		42

														令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		29		10		1,190

										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		40		15		906

														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		0		0		263

														その他 タ		0		0		57

						②		作成中 サクセイチュウ								6		5		386

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		5		3		206

														令和２年７～９月		1		2		86

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		41

														令和３年１～３月		0		0		37

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		16

						③		未着手 ミチャクシュ								1		0		76

		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								17		8		775

										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		15		7		370

														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		64

														公表していない コウヒョウ		2		1		320

														その他 タ		0		0		21

						②		作成済み（不足する附属明細書あり）								7		2		131

										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		5		2		40

														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		8

														公表していない コウヒョウ		2		0		81

														その他 タ		0		0		2

						③		作成中 サクセイチュウ								6		4		379

						④		未着手 ミチャクシュ								17		6		436

		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								31		10		1,035

										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		29		9		554

														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		66

														公表していない コウヒョウ		2		1		384

														その他 タ		0		0		31

						②		作成中 サクセイチュウ								8		3		394

						③		未着手 ミチャクシュ								8		7		292

		14		H29財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								46		19		1,529

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								22		13

										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		16		9		771

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		6		4		集計不可 シュウケイ フカ

						③		注記 チュウキ								31		11		1,057

		15		作成方法 サクセイ ホウホウ		①		日々仕訳 ヒビ シワケ								6		1		129

						②		期末一括仕訳 キマツ イッカツ シワケ								41		19		1,592

										仕訳時期 シワケ ジキ				年度末１回 ネンドマツ カイ		41		18		1,581

														その他 タ		0		1		11

		16		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								46		20		1,697

						②		整備中 セイビチュウ								1		0		20

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		0		0		2

														令和２年７～９月		0		0		2

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		1

														令和３年１～３月		1		0		8

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		7

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		4

		17		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								43		19		1,423

										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		1		58

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		6		5		131

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		15		4		191

														令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		22		9		1,043

										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		8		504

														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		114

														公表していない コウヒョウ		22		10		751

														その他 タ		1		1		54

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								4		1		274

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		2		0		107

														令和２年７～９月		1		1		76

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		27

														令和３年１～３月		1		0		43

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		21

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		24

		18		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								46		20		1,626

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								1		0		78

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		17

		19		H28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								44		20		1,654

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								1		0		36

						③		未着手 ミチャクシュ								2		0		31

		20		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								20		16		896

						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		6		84

						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								3		6		155

						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		4		83

						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		7		211

						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								38		14		426

						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		8		3

						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		その他 タ								3		1		57

						⑩		活用していない カツヨウ								2		1		444





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

				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



				◆ H30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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

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

				◆ H30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				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(69.4%)		1,100		(89.9%)		15		(88.2%)		1,085		(89.9%)		1,125		(89.3%)

						一部不足している イチブ フソク		11		(30.6%)		124		(10.1%)		2		(11.8%)		122		(10.1%)		135		(10.7%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		358		(20.6%)		1		(5.0%)		357		(20.7%)		363		(20.3%)

				未着手 ミチャクシュ				6		(12.8%)		159		(9.1%)		2		(10.0%)		157		(9.1%)		165		(9.2%)

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

				◆ H30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				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		369		(21.2%)		1		(5.0%)		368		(21.4%)		374		(20.9%)

				未着手 ミチャクシュ				3		(6.4%)		144		(8.3%)		3		(15.0%)		141		(8.2%)		147		(8.2%)

				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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				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		42		(100.0%)		1,036		(74.2%)		18		(94.7%)		1,018		(73.9%)		1,078		(75.0%)

						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%)		31		(2.2%)		0		(0.0%)		31		(2.3%)		31		(2.2%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		263		(18.8%)		1		(5.3%)		262		(19.0%)		263		(18.3%)

						その他 タ		0		(0.0%)		66		(4.7%)		0		(0.0%)		66		(4.8%)		66		(4.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

				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		34		(94.4%)		588		(48.0%)		13		(76.5%)		575		(47.6%)		622		(49.4%)

						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		(6.1%)		0		(0.0%)		75		(6.2%)		75		(6.0%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.6%)		526		(43.0%)		4		(23.5%)		522		(43.2%)		528		(41.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				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		(94.9%)		688		(56.0%)		13		(81.3%)		675		(55.7%)		725		(57.2%)

						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		0		(0.0%)		67		(5.5%)		0		(0.0%)		67		(5.5%)		67		(5.3%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.1%)		438		(35.7%)		3		(18.8%)		435		(35.9%)		440		(34.7%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)

				◆ 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%)		1,644		(94.4%)		20		(100.0%)		1,624		(94.4%)		1,690		(94.5%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				36		(76.6%)		1,370		(78.7%)		15		(75.0%)		1,355		(78.7%)		1,406		(78.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(69.4%)		1,136		(82.9%)		11		(73.3%)		1,125		(83.0%)		1,161		(82.6%)

						一部不足している イチブ フソク		11		(30.6%)		234		(17.1%)		4		(26.7%)		230		(17.0%)		245		(17.4%)

				注記 チュウキ				42		(89.4%)		1,315		(75.5%)		15		(75.0%)		1,300		(75.5%)		1,357		(75.9%)

				◆ H28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				40		(85.1%)		1,615		(92.8%)		20		(100.0%)		1,595		(92.7%)		1,655		(92.6%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				30		(63.8%)		1,281		(73.6%)		15		(75.0%)		1,266		(73.6%)		1,311		(73.3%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		22		(73.3%)		1,059		(82.7%)		11		(73.3%)		1,048		(82.8%)		1,081		(82.5%)

						一部不足している イチブ フソク		8		(26.7%)		222		(17.3%)		4		(26.7%)		218		(17.2%)		230		(17.5%)

				注記 チュウキ				29		(61.7%)		1,153		(66.2%)		12		(60.0%)		1,141		(66.3%)		1,182		(66.1%)

																										（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				42		(100.0%)		1,036		(74.2%)		18		(94.7%)		1,018		(73.9%)		1,078		(75.0%)

				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%)		31		(2.2%)		0		(0.0%)		31		(2.3%)		31		(2.2%)

				公表していない コウヒョウ				0		(0.0%)		263		(18.8%)		1		(5.3%)		262		(19.0%)		263		(18.3%)

				その他 タ				0		(0.0%)		66		(4.7%)		0		(0.0%)		66		(4.8%)		66		(4.6%)

				対象団体数（※1） タイショウ ダンタイスウ				42				1,396				19				1,377				1,438

																										（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%)		1,644		(94.4%)		20		(100.0%)		1,624		(94.4%)		1,690		(94.5%)

				未作成 ミサクセイ				1		(76.6%)		97		(78.7%)		0		(75.0%)		97		(78.7%)		98		(78.6%)

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

																										（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%)		1,615		(92.8%)		20		(100.0%)		1,595		(92.7%)		1,655		(92.6%)

				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				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

																										（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				46		(97.9%)		1,644		(94.4%)		20		(100.0%)		1,624		(94.4%)		1,690		(94.5%)

				平成28年度決算 ヘイセイ ネンド ケッサン				40		(85.1%)		1,615		(92.8%)		20		(100.0%)		1,595		(92.7%)		1,655		(92.6%)

				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



				◆ H30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				41		(87.2%)		1,359		(78.1%)		16		(80.0%)		1,343		(78.0%)		1,400		(78.3%)

				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%)		13		(1.0%)		1		(6.3%)		12		(0.9%)		13		(0.9%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		3		(7.3%)		44		(3.2%)		2		(12.5%)		42		(3.1%)		47		(3.4%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		8		(19.5%)		93		(6.8%)		4		(25.0%)		89		(6.6%)		101		(7.2%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		30		(73.2%)		1,209		(89.0%)		9		(56.3%)		1,200		(89.4%)		1,239		(88.5%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		335		(19.2%)		4		(20.0%)		331		(19.2%)		341		(19.1%)

				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		5		(83.3%)		180		(53.7%)		3		(75.0%)		177		(53.5%)		185		(54.3%)

						令和２年７～９月		1		(16.7%)		80		(23.9%)		1		(25.0%)		79		(23.9%)		81		(23.8%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		36		(10.7%)		0		(0.0%)		36		(10.9%)		36		(10.6%)

						令和３年１～３月		0		(0.0%)		29		(8.7%)		0		(0.0%)		29		(8.8%)		29		(8.5%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		10		(3.0%)		0		(0.0%)		10		(3.0%)		10		(2.9%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		47		(2.7%)		0		(0.0%)		47		(2.7%)		47		(2.6%)

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

				◆ H30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				25		(53.2%)		1,081		(62.1%)		11		(55.0%)		1,070		(62.2%)		1,106		(61.9%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		19		(76.0%)		919		(85.0%)		9		(81.8%)		910		(85.0%)		938		(84.8%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(24.0%)		162		(15.0%)		2		(18.2%)		160		(15.0%)		168		(15.2%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		366		(21.0%)		3		(15.0%)		363		(21.1%)		372		(20.8%)

				未着手 ミチャクシュ				16		(34.0%)		294		(16.9%)		6		(30.0%)		288		(16.7%)		310		(17.3%)

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

				◆ H30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				31		(66.0%)		1,137		(65.3%)		10		(50.0%)		1,127		(65.5%)		1,168		(65.3%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		383		(22.0%)		3		(15.0%)		380		(22.1%)		391		(21.9%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		221		(12.7%)		7		(35.0%)		214		(12.4%)		229		(12.8%)

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

				◆ 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				41		(87.2%)		1,359		(78.1%)		16		(80.0%)		1,343		(78.0%)		1,400		(78.3%)

				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		(100.0%)		972		(71.5%)		16		(100.0%)		956		(71.2%)		1,013		(72.4%)

						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%)		38		(2.8%)		0		(0.0%)		38		(2.8%)		38		(2.7%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		288		(21.2%)		0		(0.0%)		288		(21.4%)		288		(20.6%)

						その他 タ		0		(0.0%)		61		(4.5%)		0		(0.0%)		61		(4.5%)		61		(4.4%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				25		(53.2%)		1,081		(62.1%)		11		(55.0%)		1,070		(62.2%)		1,106		(61.9%)

				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		21		(84.0%)		496		(45.9%)		9		(81.8%)		487		(45.5%)		517		(46.7%)

						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		(7.2%)		0		(0.0%)		78		(7.3%)		78		(7.1%)

						公表していない コウヒョウ		4		(16.0%)		483		(44.7%)		2		(18.2%)		481		(45.0%)		487		(44.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		24		(2.2%)		0		(0.0%)		24		(2.2%)		24		(2.2%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				31		(66.0%)		1,137		(65.3%)		10		(50.0%)		1,127		(65.5%)		1,168		(65.3%)

				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		29		(93.5%)		612		(53.8%)		9		(90.0%)		603		(53.5%)		641		(54.9%)

						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%)		72		(6.3%)		0		(0.0%)		72		(6.4%)		72		(6.2%)

						公表していない コウヒョウ		2		(6.5%)		423		(37.2%)		1		(10.0%)		422		(37.4%)		425		(36.4%)

						その他 タ		0		(0.0%)		30		(2.6%)		0		(0.0%)		30		(2.7%)		30		(2.6%)

				◆ 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

				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%)		1,594		(91.6%)		19		(95.0%)		1,575		(91.5%)		1,640		(91.7%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				22		(46.8%)		1,161		(66.7%)		14		(70.0%)		1,147		(66.6%)		1,183		(66.2%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		17		(77.3%)		913		(78.6%)		9		(64.3%)		904		(78.8%)		930		(78.6%)

						一部不足している イチブ フソク		5		(22.7%)		248		(21.4%)		5		(35.7%)		243		(21.2%)		253		(21.4%)

				注記 チュウキ				29		(61.7%)		1,153		(66.2%)		12		(60.0%)		1,141		(66.3%)		1,182		(66.1%)





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



				◆ H30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				40		(85.1%)		1,274		(73.2%)		15		(75.0%)		1,259		(73.2%)		1,314		(73.5%)

				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%)		17		(1.3%)		1		(6.7%)		16		(1.3%)		17		(1.3%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		(5.0%)		12		(0.9%)		1		(6.7%)		11		(0.9%)		14		(1.1%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		9		(22.5%)		45		(3.5%)		3		(20.0%)		42		(3.3%)		54		(4.1%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		29		(72.5%)		1,200		(94.2%)		10		(66.7%)		1,190		(94.5%)		1,229		(93.5%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		391		(22.5%)		5		(25.0%)		386		(22.4%)		397		(22.2%)

				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		5		(83.3%)		209		(53.5%)		3		(60.0%)		206		(53.4%)		214		(53.9%)

						令和２年７～９月		1		(16.7%)		88		(22.5%)		2		(40.0%)		86		(22.3%)		89		(22.4%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		41		(10.5%)		0		(0.0%)		41		(10.6%)		41		(10.3%)

						令和３年１～３月		0		(0.0%)		37		(9.5%)		0		(0.0%)		37		(9.6%)		37		(9.3%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		16		(4.1%)		0		(0.0%)		16		(4.1%)		16		(4.0%)

				未着手 ミチャクシュ				1		(2.1%)		76		(4.4%)		0		(0.0%)		76		(4.4%)		77		(4.3%)

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

				◆ H30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				24		(51.1%)		916		(52.6%)		10		(50.0%)		906		(52.6%)		940		(52.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		17		(70.8%)		783		(85.5%)		8		(80.0%)		775		(85.5%)		800		(85.1%)

						一部不足している イチブ フソク		7		(29.2%)		133		(14.5%)		2		(20.0%)		131		(14.5%)		140		(14.9%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		383		(22.0%)		4		(20.0%)		379		(22.0%)		389		(21.8%)

				未着手 ミチャクシュ				17		(36.2%)		442		(25.4%)		6		(30.0%)		436		(25.3%)		459		(25.7%)

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

				◆ H30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				31		(66.0%)		1,045		(60.0%)		10		(50.0%)		1,035		(60.1%)		1,076		(60.2%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		397		(22.8%)		3		(15.0%)		394		(22.9%)		405		(22.7%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		299		(17.2%)		7		(35.0%)		292		(17.0%)		307		(17.2%)

				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				40		(85.1%)		1,274		(73.2%)		15		(75.0%)		1,259		(73.2%)		1,314		(73.5%)

				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		40		(100.0%)		921		(72.3%)		15		(100.0%)		906		(72.0%)		961		(73.1%)

						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%)		38		(3.0%)		0		(0.0%)		38		(3.0%)		38		(2.9%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		288		(22.6%)		0		(0.0%)		288		(22.9%)		288		(21.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		61		(4.8%)		0		(0.0%)		61		(4.8%)		61		(4.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				24		(51.1%)		916		(52.6%)		10		(50.0%)		906		(52.6%)		940		(52.6%)

				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		20		(83.3%)		419		(45.7%)		9		(90.0%)		410		(45.3%)		439		(46.7%)

						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%)		72		(7.9%)		0		(0.0%)		72		(7.9%)		72		(7.7%)

						公表していない コウヒョウ		4		(16.7%)		402		(43.9%)		1		(10.0%)		401		(44.3%)		406		(43.2%)

						その他 タ		0		(0.0%)		23		(2.5%)		0		(0.0%)		23		(2.5%)		23		(2.4%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				31		(66.0%)		1,045		(60.0%)		10		(50.0%)		1,035		(60.1%)		1,076		(60.2%)

				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		29		(93.5%)		563		(53.9%)		9		(90.0%)		554		(53.5%)		592		(55.0%)

						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%)		66		(6.3%)		0		(0.0%)		66		(6.4%)		66		(6.1%)

						公表していない コウヒョウ		2		(6.5%)		385		(36.8%)		1		(10.0%)		384		(37.1%)		387		(36.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		31		(3.0%)		0		(0.0%)		31		(3.0%)		31		(2.9%)

				◆ 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

				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%)		1,548		(88.9%)		19		(95.0%)		1,529		(88.8%)		1,594		(89.1%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				22		(46.8%)		1,008		(57.9%)		13		(65.0%)		995		(57.8%)		1,030		(57.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		16		(72.7%)		780		(77.4%)		9		(69.2%)		771		(77.5%)		796		(77.3%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(27.3%)		228		(22.6%)		4		(30.8%)		224		(22.5%)		234		(22.7%)

				注記 チュウキ				31		(66.0%)		1,068		(61.3%)		11		(55.0%)		1,057		(61.4%)		1,099		(61.5%)





仕訳

				○統一的な基準による財務書類の作成状況（仕訳方法） 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 シワケ ホウホウ

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



																										（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%)		130		(7.5%)		1		(5.0%)		129		(7.5%)		136		(7.6%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				41		(87.2%)		1,611		(92.5%)		19		(95.0%)		1,592		(92.5%)		1,652		(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		41		(100.0%)		1,599		(99.3%)		18		(94.7%)		1,581		(99.3%)		1,640		(99.3%)

						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		0		(0.0%)		12		(0.7%)		1		(5.3%)		11		(0.7%)		12		(0.7%)

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



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				46		(97.9%)		1,717		(98.6%)		20		(100.0%)		1,697		(98.6%)		1,763		(98.6%)

				整備中 セイビチュウ				1		(2.1%)		20		(1.1%)		0		(0.0%)		20		(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		(0.0%)		2		(10.0%)		0		－		2		(10.0%)		2		(9.5%)

						令和２年７～９月		0		(0.0%)		2		(10.0%)		0		－		2		(10.0%)		2		(9.5%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		1		(5.0%)		0		－		1		(5.0%)		1		(4.8%)

						令和３年１～３月		1		(100.0%)		8		(40.0%)		0		－		8		(40.0%)		9		(42.9%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		7		(35.0%)		0		－		7		(35.0%)		7		(33.3%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		4		(0.2%)		0		(0.0%)		4		(0.2%)		4		(0.2%)

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

				◆ 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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				対象団体数 タイショウ ダンタイスウ				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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				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		(44.2%)		512		(29.8%)		8		(42.1%)		504		(35.4%)		531		(35.8%)

						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		1		(2.3%)		114		(6.6%)		0		(0.0%)		114		(8.0%)		115		(7.7%)

						公表していない コウヒョウ		22		(51.2%)		761		(44.3%)		10		(52.6%)		751		(52.8%)		783		(52.7%)

						その他 タ		1		(2.3%)		55		(3.2%)		1		(5.3%)		54		(3.8%)		56		(3.8%)

				◆ 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				46		(97.9%)		1,646		(94.5%)		20		(100.0%)		1,626		(94.5%)		1,692		(94.6%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				1		(2.1%)		78		(4.5%)		0		(0.0%)		78		(4.5%)		79		(4.4%)

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

				◆ H29.3.31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				44		(93.6%)		1,674		(96.2%)		20		(100.0%)		1,654		(96.1%)		1,718		(96.1%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				1		(2.1%)		36		(2.1%)		0		(0.0%)		36		(2.1%)		37		(2.1%)

				未着手 ミチャクシュ				2		(4.3%)		31		(1.8%)		0		(0.0%)		31		(1.8%)		33		(1.8%)

																										（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				46		(97.9%)		1,646		(94.5%)		20		(100.0%)		1,626		(94.5%)		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				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		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				44		(93.6%)		1,674		(96.2%)		20		(100.0%)		1,654		(96.1%)		1,718		(96.1%)

				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				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

																										（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				46		(97.9%)		1,646		(94.5%)		20		(100.0%)		1,626		(94.5%)		1,692		(94.6%)

				平成29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				44		(93.6%)		1,674		(96.2%)		20		(100.0%)		1,654		(96.1%)		1,718		(96.1%)

				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



				◆ H31年度における活用状況 ネンド カツヨウ ジョウキョウ

																								（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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				【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

				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		17		(36.2%)		774		(44.5%)		15		(75.0%)		759		(44.1%)		791		(44.2%)

				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		3		(6.4%)		54		(3.1%)		4		(20.0%)		50		(2.9%)		57		(3.2%)

				財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した ザイム ショルイ コテイシサン ダイチョウ ジョウホウ コウキョウ シセツ トウ ソウゴウ カンリ ケイカク マタ コベツ シセツ ケイカク ハンエイ コウキョウ シセツ テキセイ カンリ カツヨウ		0		(0.0%)		79		(4.5%)		3		(15.0%)		76		(4.4%)		79		(4.4%)

				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 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		10		(21.3%)		181		(10.4%)		7		(35.0%)		174		(10.1%)		191		(10.7%)

				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%)		420		(24.1%)		14		(70.0%)		406		(23.6%)		457		(25.6%)

				財務書類等の情報を基に,市場公募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 シジョウ コウボサイ セツメイカイ ザイセイ ジョウキョウ セツメイ		10		(21.3%)		7		(0.4%)		6		(30.0%)		1		(0.1%)		17		(1.0%)

				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 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 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%)

				上記以外の活用 ジョウキ イガイ カツヨウ		2		(4.3%)		57		(3.3%)		1		(5.0%)		56		(3.3%)		59		(3.3%)

				活用していない カツヨウ		6		(12.8%)		591		(33.9%)		1		(5.0%)		590		(34.3%)		597		(33.4%)

																								（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分
（複数選択可） クブン フクスウ センタクカ		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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

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





団体向け補足資料

																								令和２年●月●日 レイワ ネン ガツ ニチ



		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 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

		（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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				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%)		11		(0.8%)		1		(5.3%)		10		(0.7%)		11		(0.8%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		(4.8%)		70		(5.0%)		3		(15.8%)		67		(4.9%)		72		(5.0%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		12		(28.6%)		123		(8.8%)		5		(26.3%)		118		(8.6%)		135		(9.4%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		28		(66.7%)		1,192		(85.4%)		10		(52.6%)		1,182		(85.8%)		1,220		(84.8%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		312		(17.9%)		1		(5.0%)		311		(18.1%)		317		(17.7%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		33		(1.9%)		0		(0.0%)		33		(1.9%)		33		(1.8%)

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

				◆ 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				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(69.4%)		1,100		(89.9%)		15		(88.2%)		1,085		(89.9%)		1,125		(89.3%)

						一部不足している イチブ フソク		11		(30.6%)		124		(10.1%)		2		(11.8%)		122		(10.1%)		135		(10.7%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		358		(20.6%)		1		(5.0%)		357		(20.7%)		363		(20.3%)

				未着手 ミチャクシュ				6		(12.8%)		159		(9.1%)		2		(10.0%)		157		(9.1%)		165		(9.2%)

				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				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		369		(21.2%)		1		(5.0%)		368		(21.4%)		374		(20.9%)

				未着手 ミチャクシュ				3		(6.4%)		144		(8.3%)		3		(15.0%)		141		(8.2%)		147		(8.2%)

				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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				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		42		(100.0%)		1,036		(74.2%)		18		(94.7%)		1,018		(73.9%)		1,078		(75.0%)

						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%)		31		(2.2%)		0		(0.0%)		31		(2.3%)		31		(2.2%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		263		(18.8%)		1		(5.3%)		262		(19.0%)		263		(18.3%)

						その他 タ		0		(0.0%)		66		(4.7%)		0		(0.0%)		66		(4.8%)		66		(4.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

				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		34		(94.4%)		588		(48.0%)		13		(76.5%)		575		(47.6%)		622		(49.4%)

						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		(6.1%)		0		(0.0%)		75		(6.2%)		75		(6.0%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.6%)		526		(43.0%)		4		(23.5%)		522		(43.2%)		528		(41.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				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		(94.9%)		688		(56.0%)		13		(81.3%)		675		(55.7%)		725		(57.2%)

						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		0		(0.0%)		67		(5.5%)		0		(0.0%)		67		(5.5%)		67		(5.3%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.1%)		438		(35.7%)		3		(18.8%)		435		(35.9%)		440		(34.7%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)





				【統一的な基準による財務書類の作成にかかる仕訳方法】 トウイツテキ キジュン 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%)		130		(7.5%)		1		(5.0%)		129		(7.5%)		136		(7.6%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				41		(87.2%)		1,611		(92.5%)		19		(95.0%)		1,592		(92.5%)		1,652		(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		41		(100.0%)		1,599		(99.3%)		18		(94.7%)		1,581		(99.3%)		1,640		(99.3%)

						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		0		(0.0%)		12		(0.7%)		1		(5.3%)		11		(0.7%)		12		(0.7%)

				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				25		(53.2%)		1,081		(62.1%)		11		(55.0%)		1,070		(62.2%)		1,106		(61.9%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		19		(76.0%)		919		(85.0%)		9		(81.8%)		910		(85.0%)		938		(84.8%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(24.0%)		162		(15.0%)		2		(18.2%)		160		(15.0%)		168		(15.2%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		366		(21.0%)		3		(15.0%)		363		(21.1%)		372		(20.8%)

				未着手 ミチャクシュ				16		(34.0%)		294		(16.9%)		6		(30.0%)		288		(16.7%)		310		(17.3%)

				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				31		(66.0%)		1,137		(65.3%)		10		(50.0%)		1,127		(65.5%)		1,168		(65.3%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		383		(22.0%)		3		(15.0%)		380		(22.1%)		391		(21.9%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		221		(12.7%)		7		(35.0%)		214		(12.4%)		229		(12.8%)

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

				【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				24		(51.1%)		916		(52.6%)		10		(50.0%)		906		(52.6%)		940		(52.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		17		(70.8%)		783		(85.5%)		8		(80.0%)		775		(85.5%)		800		(85.1%)

						一部不足している イチブ フソク		7		(29.2%)		133		(14.5%)		2		(20.0%)		131		(14.5%)		140		(14.9%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		383		(22.0%)		4		(20.0%)		379		(22.0%)		389		(21.8%)

				未着手 ミチャクシュ				17		(36.2%)		442		(25.4%)		6		(30.0%)		436		(25.3%)		459		(25.7%)

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

				◆ 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				31		(66.0%)		1,045		(60.0%)		10		(50.0%)		1,035		(60.1%)		1,076		(60.2%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		397		(22.8%)		3		(15.0%)		394		(22.9%)		405		(22.7%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		299		(17.2%)		7		(35.0%)		292		(17.0%)		307		(17.2%)

				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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				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		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				未着手 ミチャクシュ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				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		(44.2%)		512		(29.8%)		8		(42.1%)		504		(35.4%)		531		(35.8%)

						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		1		(2.3%)		114		(6.6%)		0		(0.0%)		114		(8.0%)		115		(7.7%)

						公表していない コウヒョウ		22		(51.2%)		761		(44.3%)		10		(52.6%)		751		(52.8%)		783		(52.7%)

						その他 タ		1		(2.3%)		55		(3.2%)		1		(5.3%)		54		(3.8%)		56		(3.8%)





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 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		(19.5%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				1,272		(236.4%)

						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		(91.9%)

						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		(0.5%)

				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				開始時固定資産台帳 カイシジ コテイシサン ダイチョウ				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				1,209		(92.0%)		1,106		(84.2%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン ナカ				69		(5.3%)		156		(11.9%)

				未着手 ミチャクシュ				99		(7.5%)		115		(8.8%)

				合計 ゴウケイ				1,377		(100.0%)		1,377		(100.0%)



				注）未着手を選択している団体の中には、固定資産台帳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 ダイチョウ 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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141003神奈川県横浜市週次及び月次で仕訳を実施
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015610北海道興部町委託


052043秋田県大館市


固定資産台帳作成分については、12月末時点


支出済分を2月上旬から仕訳、年度末（出納閉


鎖後）支出済分を6月下旬から仕訳。


074462福島県昭和村業者委託


082031茨城県土浦市８・１２・３・４月


112291埼玉県和光市半年に一回


131113東京都大田区6月から12月


132276東京都羽村市月次で仕訳を行い、年度末に集約する。


204048長野県阿南町半年に１回


292010奈良県奈良市


一般会計等+全体については、令和元年10月～


12月に作成


連結については、令和2年1月～3月に作成


473251沖縄県嘉手納町当該会計年度の翌年度中に仕分け


473596沖縄県伊平屋村村決算確定後、委託発注





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		19		1,377												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				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		1		10																②		全体財務書類 ゼンタイ ザイム ショルイ								278

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		3		67																③		連結財務書類 レンケツ ザイム ショルイ								538

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		12		5		118																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２年１～３月 レイワ ネン ガツ		28		10		1,182												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		42		18		1,018																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		0		1		262																④		全て未作成 スベ ミサクセイ								75

														その他 タ		0		0		66												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		1		311																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２年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		0		159																③		注記 チュウキ								177

														令和２年７～９月		1		1		77																④		全て未作成 スベ ミサクセイ								13

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		32												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３年１～３月		0		0		34																②		附属明細書 フゾク メイサイショ								328

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		9																③		注記 チュウキ								335

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		33																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								25		15		1,085												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		23		11		539																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		71																				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		2		4		444																								その他 タ		7

														その他 タ		0		0		31												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）								11		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		11		2		36																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		78																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		4																③		未着手 ミチャクシュ								115

						③		作成中 サクセイチュウ								5		1		357

						④		未着手 ミチャクシュ								6		2		157

		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								39		16		1,212

										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		13		675

														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		67

														公表していない コウヒョウ		2		3		435

														その他 タ		0		0		35

						②		作成中 サクセイチュウ								5		1		368

						③		未着手 ミチャクシュ								3		3		141

		5		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		1,624

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								36		15		1,355

										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		25		11		1,125

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		11		4		230

						③		注記 チュウキ								42		15		1,300

		6		H28財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								40		20		1,595

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								30		15		1,266

										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		11		1,048

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		8		4		218

						③		注記 チュウキ								36		15		1,204

		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								41		16		1,343

										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		1		12

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		3		2		42

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		8		4		89

														令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		30		9		1,200

										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		16		956

														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		38

														公表していない コウヒョウ		0		0		288

														その他 タ		0		0		61

						②		作成中 サクセイチュウ								6		4		331

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		5		3		177

														令和２年７～９月		1		1		79

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		36

														令和３年１～３月		0		0		29

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		10

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		47

		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								19		9		910

										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		17		7		440

														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		71

														公表していない コウヒョウ		2		2		378

														その他 タ		0		0		21

						②		作成済み（不足する附属明細書あり）								6		2		160

										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		4		2		47

														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		7

														公表していない コウヒョウ		2		0		103

														その他 タ		0		0		3

						③		作成中 サクセイチュウ								6		3		363

						④		未着手 ミチャクシュ								16		6		288

		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								31		10		1,127

										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		29		9		603

														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		72

														公表していない コウヒョウ		2		1		422

														その他 タ		0		0		30

						②		作成中 サクセイチュウ								8		3		380

						③		未着手 ミチャクシュ								8		7		214

		10		H29財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								46		19		1,575

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								22		14		1,147

										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		17		9		904

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		5		5		243

						③		注記 チュウキ								29		12		1,141

		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								40		15		1,259

										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		1		16

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		1		11

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		9		3		42

														令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		29		10		1,190

										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		40		15		906

														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		0		0		263

														その他 タ		0		0		57

						②		作成中 サクセイチュウ								6		5		386

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		5		3		206

														令和２年７～９月		1		2		86

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		41

														令和３年１～３月		0		0		37

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		16

						③		未着手 ミチャクシュ								1		0		76

		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								17		8		775

										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		15		7		370

														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		64

														公表していない コウヒョウ		2		1		320

														その他 タ		0		0		21

						②		作成済み（不足する附属明細書あり）								7		2		131

										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		5		2		40

														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		8

														公表していない コウヒョウ		2		0		81

														その他 タ		0		0		2

						③		作成中 サクセイチュウ								6		4		379

						④		未着手 ミチャクシュ								17		6		436

		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								31		10		1,035

										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		29		9		554

														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		66

														公表していない コウヒョウ		2		1		384

														その他 タ		0		0		31

						②		作成中 サクセイチュウ								8		3		394

						③		未着手 ミチャクシュ								8		7		292

		14		H29財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								46		19		1,529

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								22		13

										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		16		9		771

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		6		4		集計不可 シュウケイ フカ

						③		注記 チュウキ								31		11		1,057

		15		作成方法 サクセイ ホウホウ		①		日々仕訳 ヒビ シワケ								6		1		129

						②		期末一括仕訳 キマツ イッカツ シワケ								41		19		1,592

										仕訳時期 シワケ ジキ				年度末１回 ネンドマツ カイ		41		18		1,581

														その他 タ		0		1		11

		16		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								46		20		1,697

						②		整備中 セイビチュウ								1		0		20

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		0		0		2

														令和２年７～９月		0		0		2

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		1

														令和３年１～３月		1		0		8

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		7

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		4

		17		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								43		19		1,423

										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		1		58

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		6		5		131

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		15		4		191

														令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		22		9		1,043

										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		8		504

														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		114

														公表していない コウヒョウ		22		10		751

														その他 タ		1		1		54

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								4		1		274

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		2		0		107

														令和２年７～９月		1		1		76

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		27

														令和３年１～３月		1		0		43

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		21

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		24

		18		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								46		20		1,626

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								1		0		78

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		17

		19		H28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								44		20		1,654

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								1		0		36

						③		未着手 ミチャクシュ								2		0		31

		20		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								20		16		896

						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		6		84

						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								3		6		155

						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		4		83

						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		7		211

						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								38		14		426

						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		8		3

						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		その他 タ								3		1		57

						⑩		活用していない カツヨウ								2		1		444





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

				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



				◆ H30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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				対象団体数 タイショウ ダンタイ スウ				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				◆ H30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				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(69.4%)		1,100		(89.9%)		15		(88.2%)		1,085		(89.9%)		1,125		(89.3%)

						一部不足している イチブ フソク		11		(30.6%)		124		(10.1%)		2		(11.8%)		122		(10.1%)		135		(10.7%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		358		(20.6%)		1		(5.0%)		357		(20.7%)		363		(20.3%)

				未着手 ミチャクシュ				6		(12.8%)		159		(9.1%)		2		(10.0%)		157		(9.1%)		165		(9.2%)

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

				◆ H30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				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		369		(21.2%)		1		(5.0%)		368		(21.4%)		374		(20.9%)

				未着手 ミチャクシュ				3		(6.4%)		144		(8.3%)		3		(15.0%)		141		(8.2%)		147		(8.2%)

				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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				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		42		(100.0%)		1,036		(74.2%)		18		(94.7%)		1,018		(73.9%)		1,078		(75.0%)

						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%)		31		(2.2%)		0		(0.0%)		31		(2.3%)		31		(2.2%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		263		(18.8%)		1		(5.3%)		262		(19.0%)		263		(18.3%)

						その他 タ		0		(0.0%)		66		(4.7%)		0		(0.0%)		66		(4.8%)		66		(4.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

				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		34		(94.4%)		588		(48.0%)		13		(76.5%)		575		(47.6%)		622		(49.4%)

						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		(6.1%)		0		(0.0%)		75		(6.2%)		75		(6.0%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.6%)		526		(43.0%)		4		(23.5%)		522		(43.2%)		528		(41.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				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		(94.9%)		688		(56.0%)		13		(81.3%)		675		(55.7%)		725		(57.2%)

						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		0		(0.0%)		67		(5.5%)		0		(0.0%)		67		(5.5%)		67		(5.3%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.1%)		438		(35.7%)		3		(18.8%)		435		(35.9%)		440		(34.7%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)

				◆ 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%)		1,644		(94.4%)		20		(100.0%)		1,624		(94.4%)		1,690		(94.5%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				36		(76.6%)		1,370		(78.7%)		15		(75.0%)		1,355		(78.7%)		1,406		(78.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(69.4%)		1,136		(82.9%)		11		(73.3%)		1,125		(83.0%)		1,161		(82.6%)

						一部不足している イチブ フソク		11		(30.6%)		234		(17.1%)		4		(26.7%)		230		(17.0%)		245		(17.4%)

				注記 チュウキ				42		(89.4%)		1,315		(75.5%)		15		(75.0%)		1,300		(75.5%)		1,357		(75.9%)

				◆ H28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				40		(85.1%)		1,615		(92.8%)		20		(100.0%)		1,595		(92.7%)		1,655		(92.6%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				30		(63.8%)		1,281		(73.6%)		15		(75.0%)		1,266		(73.6%)		1,311		(73.3%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		22		(73.3%)		1,059		(82.7%)		11		(73.3%)		1,048		(82.8%)		1,081		(82.5%)

						一部不足している イチブ フソク		8		(26.7%)		222		(17.3%)		4		(26.7%)		218		(17.2%)		230		(17.5%)

				注記 チュウキ				29		(61.7%)		1,153		(66.2%)		12		(60.0%)		1,141		(66.3%)		1,182		(66.1%)

																										（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				42		(100.0%)		1,036		(74.2%)		18		(94.7%)		1,018		(73.9%)		1,078		(75.0%)

				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%)		31		(2.2%)		0		(0.0%)		31		(2.3%)		31		(2.2%)

				公表していない コウヒョウ				0		(0.0%)		263		(18.8%)		1		(5.3%)		262		(19.0%)		263		(18.3%)

				その他 タ				0		(0.0%)		66		(4.7%)		0		(0.0%)		66		(4.8%)		66		(4.6%)

				対象団体数（※1） タイショウ ダンタイスウ				42				1,396				19				1,377				1,438

																										（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%)		1,644		(94.4%)		20		(100.0%)		1,624		(94.4%)		1,690		(94.5%)

				未作成 ミサクセイ				1		(76.6%)		97		(78.7%)		0		(75.0%)		97		(78.7%)		98		(78.6%)

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

																										（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%)		1,615		(92.8%)		20		(100.0%)		1,595		(92.7%)		1,655		(92.6%)

				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				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

																										（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				46		(97.9%)		1,644		(94.4%)		20		(100.0%)		1,624		(94.4%)		1,690		(94.5%)

				平成28年度決算 ヘイセイ ネンド ケッサン				40		(85.1%)		1,615		(92.8%)		20		(100.0%)		1,595		(92.7%)		1,655		(92.6%)

				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



				◆ H30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				41		(87.2%)		1,359		(78.1%)		16		(80.0%)		1,343		(78.0%)		1,400		(78.3%)

				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%)		13		(1.0%)		1		(6.3%)		12		(0.9%)		13		(0.9%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		3		(7.3%)		44		(3.2%)		2		(12.5%)		42		(3.1%)		47		(3.4%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		8		(19.5%)		93		(6.8%)		4		(25.0%)		89		(6.6%)		101		(7.2%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		30		(73.2%)		1,209		(89.0%)		9		(56.3%)		1,200		(89.4%)		1,239		(88.5%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		335		(19.2%)		4		(20.0%)		331		(19.2%)		341		(19.1%)

				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		5		(83.3%)		180		(53.7%)		3		(75.0%)		177		(53.5%)		185		(54.3%)

						令和２年７～９月		1		(16.7%)		80		(23.9%)		1		(25.0%)		79		(23.9%)		81		(23.8%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		36		(10.7%)		0		(0.0%)		36		(10.9%)		36		(10.6%)

						令和３年１～３月		0		(0.0%)		29		(8.7%)		0		(0.0%)		29		(8.8%)		29		(8.5%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		10		(3.0%)		0		(0.0%)		10		(3.0%)		10		(2.9%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		47		(2.7%)		0		(0.0%)		47		(2.7%)		47		(2.6%)

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

				◆ H30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				25		(53.2%)		1,081		(62.1%)		11		(55.0%)		1,070		(62.2%)		1,106		(61.9%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		19		(76.0%)		919		(85.0%)		9		(81.8%)		910		(85.0%)		938		(84.8%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(24.0%)		162		(15.0%)		2		(18.2%)		160		(15.0%)		168		(15.2%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		366		(21.0%)		3		(15.0%)		363		(21.1%)		372		(20.8%)

				未着手 ミチャクシュ				16		(34.0%)		294		(16.9%)		6		(30.0%)		288		(16.7%)		310		(17.3%)

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

				◆ H30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				31		(66.0%)		1,137		(65.3%)		10		(50.0%)		1,127		(65.5%)		1,168		(65.3%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		383		(22.0%)		3		(15.0%)		380		(22.1%)		391		(21.9%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		221		(12.7%)		7		(35.0%)		214		(12.4%)		229		(12.8%)

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

				◆ 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				41		(87.2%)		1,359		(78.1%)		16		(80.0%)		1,343		(78.0%)		1,400		(78.3%)

				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		(100.0%)		972		(71.5%)		16		(100.0%)		956		(71.2%)		1,013		(72.4%)

						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%)		38		(2.8%)		0		(0.0%)		38		(2.8%)		38		(2.7%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		288		(21.2%)		0		(0.0%)		288		(21.4%)		288		(20.6%)

						その他 タ		0		(0.0%)		61		(4.5%)		0		(0.0%)		61		(4.5%)		61		(4.4%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				25		(53.2%)		1,081		(62.1%)		11		(55.0%)		1,070		(62.2%)		1,106		(61.9%)

				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		21		(84.0%)		496		(45.9%)		9		(81.8%)		487		(45.5%)		517		(46.7%)

						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		(7.2%)		0		(0.0%)		78		(7.3%)		78		(7.1%)

						公表していない コウヒョウ		4		(16.0%)		483		(44.7%)		2		(18.2%)		481		(45.0%)		487		(44.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		24		(2.2%)		0		(0.0%)		24		(2.2%)		24		(2.2%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				31		(66.0%)		1,137		(65.3%)		10		(50.0%)		1,127		(65.5%)		1,168		(65.3%)

				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		29		(93.5%)		612		(53.8%)		9		(90.0%)		603		(53.5%)		641		(54.9%)

						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%)		72		(6.3%)		0		(0.0%)		72		(6.4%)		72		(6.2%)

						公表していない コウヒョウ		2		(6.5%)		423		(37.2%)		1		(10.0%)		422		(37.4%)		425		(36.4%)

						その他 タ		0		(0.0%)		30		(2.6%)		0		(0.0%)		30		(2.7%)		30		(2.6%)

				◆ 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

				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%)		1,594		(91.6%)		19		(95.0%)		1,575		(91.5%)		1,640		(91.7%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				22		(46.8%)		1,161		(66.7%)		14		(70.0%)		1,147		(66.6%)		1,183		(66.2%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		17		(77.3%)		913		(78.6%)		9		(64.3%)		904		(78.8%)		930		(78.6%)

						一部不足している イチブ フソク		5		(22.7%)		248		(21.4%)		5		(35.7%)		243		(21.2%)		253		(21.4%)

				注記 チュウキ				29		(61.7%)		1,153		(66.2%)		12		(60.0%)		1,141		(66.3%)		1,182		(66.1%)





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



				◆ H30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				40		(85.1%)		1,274		(73.2%)		15		(75.0%)		1,259		(73.2%)		1,314		(73.5%)

				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%)		17		(1.3%)		1		(6.7%)		16		(1.3%)		17		(1.3%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		(5.0%)		12		(0.9%)		1		(6.7%)		11		(0.9%)		14		(1.1%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		9		(22.5%)		45		(3.5%)		3		(20.0%)		42		(3.3%)		54		(4.1%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		29		(72.5%)		1,200		(94.2%)		10		(66.7%)		1,190		(94.5%)		1,229		(93.5%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		391		(22.5%)		5		(25.0%)		386		(22.4%)		397		(22.2%)

				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		5		(83.3%)		209		(53.5%)		3		(60.0%)		206		(53.4%)		214		(53.9%)

						令和２年７～９月		1		(16.7%)		88		(22.5%)		2		(40.0%)		86		(22.3%)		89		(22.4%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		41		(10.5%)		0		(0.0%)		41		(10.6%)		41		(10.3%)

						令和３年１～３月		0		(0.0%)		37		(9.5%)		0		(0.0%)		37		(9.6%)		37		(9.3%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		16		(4.1%)		0		(0.0%)		16		(4.1%)		16		(4.0%)

				未着手 ミチャクシュ				1		(2.1%)		76		(4.4%)		0		(0.0%)		76		(4.4%)		77		(4.3%)

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

				◆ H30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				24		(51.1%)		916		(52.6%)		10		(50.0%)		906		(52.6%)		940		(52.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		17		(70.8%)		783		(85.5%)		8		(80.0%)		775		(85.5%)		800		(85.1%)

						一部不足している イチブ フソク		7		(29.2%)		133		(14.5%)		2		(20.0%)		131		(14.5%)		140		(14.9%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		383		(22.0%)		4		(20.0%)		379		(22.0%)		389		(21.8%)

				未着手 ミチャクシュ				17		(36.2%)		442		(25.4%)		6		(30.0%)		436		(25.3%)		459		(25.7%)

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

				◆ H30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				31		(66.0%)		1,045		(60.0%)		10		(50.0%)		1,035		(60.1%)		1,076		(60.2%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		397		(22.8%)		3		(15.0%)		394		(22.9%)		405		(22.7%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		299		(17.2%)		7		(35.0%)		292		(17.0%)		307		(17.2%)

				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				40		(85.1%)		1,274		(73.2%)		15		(75.0%)		1,259		(73.2%)		1,314		(73.5%)

				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		40		(100.0%)		921		(72.3%)		15		(100.0%)		906		(72.0%)		961		(73.1%)

						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%)		38		(3.0%)		0		(0.0%)		38		(3.0%)		38		(2.9%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		288		(22.6%)		0		(0.0%)		288		(22.9%)		288		(21.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		61		(4.8%)		0		(0.0%)		61		(4.8%)		61		(4.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				24		(51.1%)		916		(52.6%)		10		(50.0%)		906		(52.6%)		940		(52.6%)

				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		20		(83.3%)		419		(45.7%)		9		(90.0%)		410		(45.3%)		439		(46.7%)

						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%)		72		(7.9%)		0		(0.0%)		72		(7.9%)		72		(7.7%)

						公表していない コウヒョウ		4		(16.7%)		402		(43.9%)		1		(10.0%)		401		(44.3%)		406		(43.2%)

						その他 タ		0		(0.0%)		23		(2.5%)		0		(0.0%)		23		(2.5%)		23		(2.4%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				31		(66.0%)		1,045		(60.0%)		10		(50.0%)		1,035		(60.1%)		1,076		(60.2%)

				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		29		(93.5%)		563		(53.9%)		9		(90.0%)		554		(53.5%)		592		(55.0%)

						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%)		66		(6.3%)		0		(0.0%)		66		(6.4%)		66		(6.1%)

						公表していない コウヒョウ		2		(6.5%)		385		(36.8%)		1		(10.0%)		384		(37.1%)		387		(36.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		31		(3.0%)		0		(0.0%)		31		(3.0%)		31		(2.9%)

				◆ 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

				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%)		1,548		(88.9%)		19		(95.0%)		1,529		(88.8%)		1,594		(89.1%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				22		(46.8%)		1,008		(57.9%)		13		(65.0%)		995		(57.8%)		1,030		(57.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		16		(72.7%)		780		(77.4%)		9		(69.2%)		771		(77.5%)		796		(77.3%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(27.3%)		228		(22.6%)		4		(30.8%)		224		(22.5%)		234		(22.7%)

				注記 チュウキ				31		(66.0%)		1,068		(61.3%)		11		(55.0%)		1,057		(61.4%)		1,099		(61.5%)





仕訳

				○統一的な基準による財務書類の作成状況（仕訳方法） 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 シワケ ホウホウ

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



																										（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%)		130		(7.5%)		1		(5.0%)		129		(7.5%)		136		(7.6%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				41		(87.2%)		1,611		(92.5%)		19		(95.0%)		1,592		(92.5%)		1,652		(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		41		(100.0%)		1,599		(99.3%)		18		(94.7%)		1,581		(99.3%)		1,640		(99.3%)

						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		0		(0.0%)		12		(0.7%)		1		(5.3%)		11		(0.7%)		12		(0.7%)

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



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				46		(97.9%)		1,717		(98.6%)		20		(100.0%)		1,697		(98.6%)		1,763		(98.6%)

				整備中 セイビチュウ				1		(2.1%)		20		(1.1%)		0		(0.0%)		20		(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		(0.0%)		2		(10.0%)		0		－		2		(10.0%)		2		(9.5%)

						令和２年７～９月		0		(0.0%)		2		(10.0%)		0		－		2		(10.0%)		2		(9.5%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		1		(5.0%)		0		－		1		(5.0%)		1		(4.8%)

						令和３年１～３月		1		(100.0%)		8		(40.0%)		0		－		8		(40.0%)		9		(42.9%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		7		(35.0%)		0		－		7		(35.0%)		7		(33.3%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		4		(0.2%)		0		(0.0%)		4		(0.2%)		4		(0.2%)

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

				◆ 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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				対象団体数 タイショウ ダンタイスウ				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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				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		(44.2%)		512		(29.8%)		8		(42.1%)		504		(35.4%)		531		(35.8%)

						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		1		(2.3%)		114		(6.6%)		0		(0.0%)		114		(8.0%)		115		(7.7%)

						公表していない コウヒョウ		22		(51.2%)		761		(44.3%)		10		(52.6%)		751		(52.8%)		783		(52.7%)

						その他 タ		1		(2.3%)		55		(3.2%)		1		(5.3%)		54		(3.8%)		56		(3.8%)

				◆ 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				46		(97.9%)		1,646		(94.5%)		20		(100.0%)		1,626		(94.5%)		1,692		(94.6%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				1		(2.1%)		78		(4.5%)		0		(0.0%)		78		(4.5%)		79		(4.4%)

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

				◆ H29.3.31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				44		(93.6%)		1,674		(96.2%)		20		(100.0%)		1,654		(96.1%)		1,718		(96.1%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				1		(2.1%)		36		(2.1%)		0		(0.0%)		36		(2.1%)		37		(2.1%)

				未着手 ミチャクシュ				2		(4.3%)		31		(1.8%)		0		(0.0%)		31		(1.8%)		33		(1.8%)

																										（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				46		(97.9%)		1,646		(94.5%)		20		(100.0%)		1,626		(94.5%)		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				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		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				44		(93.6%)		1,674		(96.2%)		20		(100.0%)		1,654		(96.1%)		1,718		(96.1%)

				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				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

																										（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				46		(97.9%)		1,646		(94.5%)		20		(100.0%)		1,626		(94.5%)		1,692		(94.6%)

				平成29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				44		(93.6%)		1,674		(96.2%)		20		(100.0%)		1,654		(96.1%)		1,718		(96.1%)

				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



				◆ H31年度における活用状況 ネンド カツヨウ ジョウキョウ

																								（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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				【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

				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		17		(36.2%)		774		(44.5%)		15		(75.0%)		759		(44.1%)		791		(44.2%)

				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		3		(6.4%)		54		(3.1%)		4		(20.0%)		50		(2.9%)		57		(3.2%)

				財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した ザイム ショルイ コテイシサン ダイチョウ ジョウホウ コウキョウ シセツ トウ ソウゴウ カンリ ケイカク マタ コベツ シセツ ケイカク ハンエイ コウキョウ シセツ テキセイ カンリ カツヨウ		0		(0.0%)		79		(4.5%)		3		(15.0%)		76		(4.4%)		79		(4.4%)

				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 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		10		(21.3%)		181		(10.4%)		7		(35.0%)		174		(10.1%)		191		(10.7%)

				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%)		420		(24.1%)		14		(70.0%)		406		(23.6%)		457		(25.6%)

				財務書類等の情報を基に,市場公募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 シジョウ コウボサイ セツメイカイ ザイセイ ジョウキョウ セツメイ		10		(21.3%)		7		(0.4%)		6		(30.0%)		1		(0.1%)		17		(1.0%)

				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 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 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%)

				上記以外の活用 ジョウキ イガイ カツヨウ		2		(4.3%)		57		(3.3%)		1		(5.0%)		56		(3.3%)		59		(3.3%)

				活用していない カツヨウ		6		(12.8%)		591		(33.9%)		1		(5.0%)		590		(34.3%)		597		(33.4%)

																								（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分
（複数選択可） クブン フクスウ センタクカ		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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				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%)

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





団体向け補足資料

																								令和２年●月●日 レイワ ネン ガツ ニチ



		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 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

		（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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				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%)		11		(0.8%)		1		(5.3%)		10		(0.7%)		11		(0.8%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		(4.8%)		70		(5.0%)		3		(15.8%)		67		(4.9%)		72		(5.0%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		12		(28.6%)		123		(8.8%)		5		(26.3%)		118		(8.6%)		135		(9.4%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		28		(66.7%)		1,192		(85.4%)		10		(52.6%)		1,182		(85.8%)		1,220		(84.8%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		312		(17.9%)		1		(5.0%)		311		(18.1%)		317		(17.7%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		33		(1.9%)		0		(0.0%)		33		(1.9%)		33		(1.8%)

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

				◆ 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				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(69.4%)		1,100		(89.9%)		15		(88.2%)		1,085		(89.9%)		1,125		(89.3%)

						一部不足している イチブ フソク		11		(30.6%)		124		(10.1%)		2		(11.8%)		122		(10.1%)		135		(10.7%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		358		(20.6%)		1		(5.0%)		357		(20.7%)		363		(20.3%)

				未着手 ミチャクシュ				6		(12.8%)		159		(9.1%)		2		(10.0%)		157		(9.1%)		165		(9.2%)

				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				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		369		(21.2%)		1		(5.0%)		368		(21.4%)		374		(20.9%)

				未着手 ミチャクシュ				3		(6.4%)		144		(8.3%)		3		(15.0%)		141		(8.2%)		147		(8.2%)

				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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				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		42		(100.0%)		1,036		(74.2%)		18		(94.7%)		1,018		(73.9%)		1,078		(75.0%)

						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%)		31		(2.2%)		0		(0.0%)		31		(2.3%)		31		(2.2%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		263		(18.8%)		1		(5.3%)		262		(19.0%)		263		(18.3%)

						その他 タ		0		(0.0%)		66		(4.7%)		0		(0.0%)		66		(4.8%)		66		(4.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

				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		34		(94.4%)		588		(48.0%)		13		(76.5%)		575		(47.6%)		622		(49.4%)

						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		(6.1%)		0		(0.0%)		75		(6.2%)		75		(6.0%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.6%)		526		(43.0%)		4		(23.5%)		522		(43.2%)		528		(41.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				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		(94.9%)		688		(56.0%)		13		(81.3%)		675		(55.7%)		725		(57.2%)

						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		0		(0.0%)		67		(5.5%)		0		(0.0%)		67		(5.5%)		67		(5.3%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.1%)		438		(35.7%)		3		(18.8%)		435		(35.9%)		440		(34.7%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)





				【統一的な基準による財務書類の作成にかかる仕訳方法】 トウイツテキ キジュン 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%)		130		(7.5%)		1		(5.0%)		129		(7.5%)		136		(7.6%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				41		(87.2%)		1,611		(92.5%)		19		(95.0%)		1,592		(92.5%)		1,652		(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		41		(100.0%)		1,599		(99.3%)		18		(94.7%)		1,581		(99.3%)		1,640		(99.3%)

						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		0		(0.0%)		12		(0.7%)		1		(5.3%)		11		(0.7%)		12		(0.7%)

				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				25		(53.2%)		1,081		(62.1%)		11		(55.0%)		1,070		(62.2%)		1,106		(61.9%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		19		(76.0%)		919		(85.0%)		9		(81.8%)		910		(85.0%)		938		(84.8%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(24.0%)		162		(15.0%)		2		(18.2%)		160		(15.0%)		168		(15.2%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		366		(21.0%)		3		(15.0%)		363		(21.1%)		372		(20.8%)

				未着手 ミチャクシュ				16		(34.0%)		294		(16.9%)		6		(30.0%)		288		(16.7%)		310		(17.3%)

				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				31		(66.0%)		1,137		(65.3%)		10		(50.0%)		1,127		(65.5%)		1,168		(65.3%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		383		(22.0%)		3		(15.0%)		380		(22.1%)		391		(21.9%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		221		(12.7%)		7		(35.0%)		214		(12.4%)		229		(12.8%)

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

				【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				24		(51.1%)		916		(52.6%)		10		(50.0%)		906		(52.6%)		940		(52.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		17		(70.8%)		783		(85.5%)		8		(80.0%)		775		(85.5%)		800		(85.1%)

						一部不足している イチブ フソク		7		(29.2%)		133		(14.5%)		2		(20.0%)		131		(14.5%)		140		(14.9%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		383		(22.0%)		4		(20.0%)		379		(22.0%)		389		(21.8%)

				未着手 ミチャクシュ				17		(36.2%)		442		(25.4%)		6		(30.0%)		436		(25.3%)		459		(25.7%)

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

				◆ 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				31		(66.0%)		1,045		(60.0%)		10		(50.0%)		1,035		(60.1%)		1,076		(60.2%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		397		(22.8%)		3		(15.0%)		394		(22.9%)		405		(22.7%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		299		(17.2%)		7		(35.0%)		292		(17.0%)		307		(17.2%)

				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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				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		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				未着手 ミチャクシュ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				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		(44.2%)		512		(29.8%)		8		(42.1%)		504		(35.4%)		531		(35.8%)

						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		1		(2.3%)		114		(6.6%)		0		(0.0%)		114		(8.0%)		115		(7.7%)

						公表していない コウヒョウ		22		(51.2%)		761		(44.3%)		10		(52.6%)		751		(52.8%)		783		(52.7%)

						その他 タ		1		(2.3%)		55		(3.2%)		1		(5.3%)		54		(3.8%)		56		(3.8%)





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 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		(19.5%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				1,272		(236.4%)

						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		(91.9%)

						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		(0.5%)

				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				開始時固定資産台帳 カイシジ コテイシサン ダイチョウ				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				1,209		(92.0%)		1,106		(84.2%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン ナカ				69		(5.3%)		156		(11.9%)

				未着手 ミチャクシュ				99		(7.5%)		115		(8.8%)

				合計 ゴウケイ				1,377		(100.0%)		1,377		(100.0%)



				注）未着手を選択している団体の中には、固定資産台帳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 ダイチョウ 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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141003神奈川県横浜市週次及び月次で仕訳を実施
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015610北海道興部町委託


052043秋田県大館市


固定資産台帳作成分については、12月末時点


支出済分を2月上旬から仕訳、年度末（出納閉


鎖後）支出済分を6月下旬から仕訳。


074462福島県昭和村業者委託


082031茨城県土浦市８・１２・３・４月


112291埼玉県和光市半年に一回


131113東京都大田区6月から12月


132276東京都羽村市月次で仕訳を行い、年度末に集約する。


204048長野県阿南町半年に１回


292010奈良県奈良市


一般会計等+全体については、令和元年10月～


12月に作成


連結については、令和2年1月～3月に作成


473251沖縄県嘉手納町当該会計年度の翌年度中に仕分け


473596沖縄県伊平屋村村決算確定後、委託発注






【参考】平成30年度決算に係る財務書類等の整備状況（都道府県別）（R2.3.31時点）
○都道府県 ○政令指定都市 ○政令指定都市を除く市区町村

団体名
固定資産台帳

一般会計等財務書類
（財務４表） 団体名

固定資産台帳
一般会計等財務書類

（財務４表） 団体名 団体数
固定資産台帳

一般会計等財務書類
（財務４表）

整備済み 作成済み 整備済み 作成済み 整備済み 作成済み
北海道 ○ ○ 札幌市 ○ ○ 北海道 178 111 (62.4%) 114 (64.0%)
青森県 ○ ○ 仙台市 ○ ○ 青森県 40 27 (67.5%) 25 (62.5%)
岩手県 ○ ○ さいたま市 ○ ○ 岩手県 33 25 (75.8%) 20 (60.6%)
宮城県 ○ ○ 千葉市 ○ ○ 宮城県 34 19 (55.9%) 23 (67.6%)
秋田県 ○ ○ 横浜市 ○ ○ 秋田県 25 19 (76.0%) 21 (84.0%)
山形県 ○ ○ 川崎市 ○ ○ 山形県 35 29 (82.9%) 29 (82.9%)
福島県 ○ ○ 相模原市 ○ ○ 福島県 59 40 (67.8%) 36 (61.0%)
茨城県 ○ ○ 新潟市 ○ ○ 茨城県 44 38 (86.4%) 37 (84.1%)
栃木県 ○ ○ 静岡市 ○ ○ 栃木県 25 19 (76.0%) 13 (52.0%)
群馬県 ○ ○ 浜松市 ○ ○ 群馬県 35 29 (82.9%) 27 (77.1%)
埼玉県 ○ 名古屋市 ○ ○ 埼玉県 62 58 (93.5%) 54 (87.1%)
千葉県 ○ 京都市 ○ ○ 千葉県 53 44 (83.0%) 39 (73.6%)
東京都 ○ ○ 大阪市 ○ ○ 東京都 62 54 (87.1%) 54 (87.1%)

神奈川県 ○ ○ 堺市 神奈川県 30 26 (86.7%) 26 (86.7%)
新潟県 ○ ○ 神戸市 ○ ○ 新潟県 29 22 (75.9%) 20 (69.0%)
富山県 岡山市 ○ ○ 富山県 15 12 (80.0%) 10 (66.7%)
石川県 ○ ○ 広島市 ○ ○ 石川県 19 13 (68.4%) 15 (78.9%)
福井県 ○ ○ 北九州市 ○ ○ 福井県 17 13 (76.5%) 13 (76.5%)
山梨県 ○ ○ 福岡市 ○ ○ 山梨県 27 22 (81.5%) 20 (74.1%)
長野県 ○ ○ 熊本市 ○ ○ 長野県 77 77 (100.0%) 76 (98.7%)
岐阜県 ○ ○ 合計 19 19 岐阜県 42 40 (95.2%) 38 (90.5%)
静岡県 ○ ○ 静岡県 33 29 (87.9%) 28 (84.8%)
愛知県 ○ ○ 愛知県 53 46 (86.8%) 46 (86.8%)
三重県 ○ ○ 三重県 29 25 (86.2%) 25 (86.2%)
滋賀県 ○ ○ 滋賀県 19 18 (94.7%) 18 (94.7%)
京都府 ○ ○ 京都府 25 18 (72.0%) 17 (68.0%)
大阪府 ○ ○ 大阪府 41 30 (73.2%) 25 (61.0%)
兵庫県 ○ ○ 兵庫県 40 33 (82.5%) 31 (77.5%)
奈良県 ○ 奈良県 39 34 (87.2%) 32 (82.1%)

和歌山県 ○ ○ 和歌山県 30 27 (90.0%) 27 (90.0%)
鳥取県 ○ ○ 鳥取県 19 15 (78.9%) 14 (73.7%)
島根県 ○ ○ 島根県 19 17 (89.5%) 16 (84.2%)
岡山県 ○ ○ 岡山県 26 20 (76.9%) 20 (76.9%)
広島県 ○ ○ 広島県 22 19 (86.4%) 18 (81.8%)
山口県 ○ ○ 山口県 19 17 (89.5%) 17 (89.5%)
徳島県 ○ ○ 徳島県 24 24 (100.0%) 23 (95.8%)
香川県 ○ ○ 香川県 17 17 (100.0%) 16 (94.1%)
愛媛県 ○ ○ 愛媛県 20 16 (80.0%) 17 (85.0%)
高知県 高知県 34 34 (100.0%) 34 (100.0%)
福岡県 ○ ○ 福岡県 58 49 (84.5%) 49 (84.5%)
佐賀県 佐賀県 20 19 (95.0%) 18 (90.0%)
長崎県 ○ ○ 長崎県 21 16 (76.2%) 14 (66.7%)
熊本県 ○ ○ 熊本県 44 40 (90.9%) 41 (93.2%)
大分県 ○ ○ 大分県 18 18 (100.0%) 18 (100.0%)
宮崎県 ○ ○ 宮崎県 26 26 (100.0%) 25 (96.2%)

鹿児島県 ○ ○ 鹿児島県 43 42 (97.7%) 39 (90.7%)
沖縄県 ○ ○ 沖縄県 41 37 (90.2%) 39 (95.1%)
合計 43 42 合計 1,721 1,423 (82.7%) 1,377 (80.0%) 5



仕訳作業の分散化・早期化の取組（茨城県土浦市）

○ 財務書類等の活用にあたっては早期作成が必須と考え、これまで行っていた仕訳等の作業スケジュールを抜本的に見直
して、前倒し・平準化することで、財務書類等の作成が早期化され、結果的に、作業の効率化・負担軽減も実現した。

事例概要

取組内容

○ 年間を通じて作業が平準化された。
○ 日々の業務に確認作業が組み込まれたことで、伝票内容を覚えているうちに確認作業ができ、担当者の負担軽減や

作業時間の短縮に繋がった。
○ 伝票作成時から仕訳のことも意識するようになり、作業の効率化が図られた。
○ 財務書類の完成時期が、翌年度１月末頃から、翌年度10月末頃に早期化された。

効果等

【確認作業の流れ】 ※①～④の作業を事業担当課及び財政課で実施

①マッチング表 伝票単位で資産か費用か仕訳

②仮勘定台帳の管理 マッチング表から追加、工事完了後に削除

③異動データワークシート 固定資産台帳へ追加する資産単位で記載

④資産配分表 複数の伝票を複数の資産に配分するシート

→ 作業にあたり、毎年説明会を開催し、確認事項を共有している

○ 仕訳の確認作業について、これまで出納閉鎖後
に事業担当課で確認を行っていたが、作業量が多
く、財務書類等の作成が遅れていた。

○ 従来、対象決算年度の翌年度７月頃からまとめ
て作業していたものを、平成30年度決算分からは、
４～11月分、12～２月分、３月分、出納整理分の４
回に分けて、平成30年12月頃から確認作業を開始
し、作業の前倒しと平準化を実施。

○ なお、最終的な仕訳の確認は委託業者が行って
いるが、疑義があれば財政課と協議。また、財務
書類の納品時には、「統一的な基準による財務書
類作成チェックリスト」を活用し、整合性を確認して
いる。

○ これにより、平成30年度決算分については、令和
元年10月末に財務書類が完成した。

6



固定資産台帳への登録漏れを防ぐための取組（愛媛県砥部町）

事例概要

取組内容

効果等

○ 予算編成の段階から複式簿記の勘定科目と予算科目が
対応するよう、勘定科目に合わせて予算細節・細々節を細
分化。

（例）委託料について、資産形成に繋がるものと、費用計上
するもの（資産外）に分類

→予算編成段階で資産計上するものの特定が可能に

○ 資産形成に繋がる支出伝票には、決裁時に「取得資産登
録伝票」を添付することを要件化し、台帳登録が漏れていた
場合は支出処理自体を停止する仕組みとすることで、固定
資産台帳への登録漏れを防ぐ体制を構築。

○ 支出伝票決裁時には、会計課において「取得資産登録伝
票」の添付状況を確認し、１ヶ月分をまとめて、管財担当課
に回付し、台帳登録内容を確認する。その後、財政担当課
で最終確認として、財務会計システム内の仕訳データと固
定資産台帳の登録内容が一致していることを確認する。

○ 予算編成の段階から複式簿記の勘定科目に対応するように予算科目を設定することにより､仕訳作業を効率化するとともに､
資産形成を伴う支出伝票の決裁時には資産登録伝票の添付を要件化し、固定資産台帳への登録漏れを防ぐ体制を構築。

○ 出納閉鎖時（６月１日）において、仕訳の確認と固定資産台帳の更新が概ね完了している状況となるため、出納閉鎖後速
やかに作業に入り、９月議会に間に合うように財務４表を完成させることが可能となった。

○ 台帳登録済みの伝票がない場合に支出処理自体を停止する仕組みにより、固定資産台帳への登録漏れがなくなった。

○ 支出伝票の処理と同時に固定資産台帳への登録作業を行うことにより、台帳登録作業が日々のルーティンワークに溶け
込み、公会計の事務に対する職員の負担感を軽減させることに繋がった。

修繕料でも、資産計上されるものとそうでないもの（資外）
に細節を分けて予算計上。

委託料については、大きく資産と資産外というカテゴリー
に分けたうえで、それぞれに該当する細目を設定すること
により、資産計上するものを予算の段階で特定。

翌年度の工事に対応する工事設計費などについては、今
年度は建設仮勘定に集計する必要があるので、建設仮
勘定部分について、分けて予算計上している。

臨時も明示

平成27年度砥部町当初予算書

固定資産台帳への登録済の伝票

資産形成となる支出伝票には、必ず資産台帳登録済
の伝票も添付し、計上漏れを防ぐようにしています。
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「平成30年度決算に係る財務書類の作成状況等に関する調査」より

地方公会計の活用状況

① 公共施設等総合管理計画の改訂、個別施設計画の策定

・ 固定資産台帳の情報に基づく公共施設等の更新費用の推計
・ 有形固定資産減価償却率等に基づく対策の優先順位の検討
・ 施設別のコスト等の分析に基づく再配置・統廃合等の検討 等

② モニタリング
・ 施設別財務書類による、個別施設計画に定められた事業の進捗状況の確認 等

③ 財源の確保
・ 更新費用の推計、減価償却累計額等を参考にした計画的な財源の確保 等

資産管理への活用が想定される場面

（単位：団体）

財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った 20 (42.6%) 912 (52.4%) 16 (80.0%) 896 (52.1%) 932 (52.1%)

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 4 (8.5%) 90 (5.2%) 6 (30.0%) 84 (4.9%) 94 (5.3%)

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

3 (6.4%) 161 (9.2%) 6 (30.0%) 155 (9.0%) 164 (9.2%)

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

0 (0.0%) 87 (5.0%) 4 (20.0%) 83 (4.8%) 87 (4.9%)

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%) 218 (12.5%) 7 (35.0%) 211 (12.3%) 227 (12.7%)

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

38 (80.9%) 440 (25.3%) 14 (70.0%) 426 (24.8%) 478 (26.7%)

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

11 (23.4%) 11 (0.6%) 8 (40.0%) 3 (0.2%) 22 (1.2%)

上記以外の活用 3 (6.4%) 58 (3.3%) 1 (5.0%) 57 (3.3%) 61 (3.4%)

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

※ ％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。
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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		19		1,377												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				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		1		10																②		全体財務書類 ゼンタイ ザイム ショルイ								278

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		3		67																③		連結財務書類 レンケツ ザイム ショルイ								538

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		12		5		118																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２年１～３月 レイワ ネン ガツ		28		10		1,182												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		42		18		1,018																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		0		1		262																④		全て未作成 スベ ミサクセイ								75

														その他 タ		0		0		66												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		1		311																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２年４～６月 レイワ ネン ガツ		4		0		159																③		注記 チュウキ								177

														令和２年７～９月		1		1		77																④		全て未作成 スベ ミサクセイ								13

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		32												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３年１～３月		0		0		34																②		附属明細書 フゾク メイサイショ								328

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		9																③		注記 チュウキ								335

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		33																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								25		15		1,085												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		23		11		539																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		71																				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		2		4		444																								その他 タ		7

														その他 タ		0		0		31												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）								11		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		11		2		36																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		78																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		4																③		未着手 ミチャクシュ								115

						③		作成中 サクセイチュウ								5		1		357

						④		未着手 ミチャクシュ								6		2		157

		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								39		16		1,212

										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		13		675

														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		67

														公表していない コウヒョウ		2		3		435

														その他 タ		0		0		35

						②		作成中 サクセイチュウ								5		1		368

						③		未着手 ミチャクシュ								3		3		141

		5		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		1,624

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								36		15		1,355

										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		25		11		1,125

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		11		4		230

						③		注記 チュウキ								42		15		1,300

		6		H28財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								40		20		1,595

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								30		15		1,266

										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		11		1,048

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		8		4		218

						③		注記 チュウキ								36		15		1,204

		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								41		16		1,343

										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		1		12

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		3		2		42

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		8		4		89

														令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		30		9		1,200

										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		16		956

														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		38

														公表していない コウヒョウ		0		0		288

														その他 タ		0		0		61

						②		作成中 サクセイチュウ								6		4		331

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		5		3		177

														令和２年７～９月		1		1		79

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		36

														令和３年１～３月		0		0		29

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		10

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		47

		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								19		9		910

										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		17		7		440

														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		71

														公表していない コウヒョウ		2		2		378

														その他 タ		0		0		21

						②		作成済み（不足する附属明細書あり）								6		2		160

										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		4		2		47

														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		7

														公表していない コウヒョウ		2		0		103

														その他 タ		0		0		3

						③		作成中 サクセイチュウ								6		3		363

						④		未着手 ミチャクシュ								16		6		288

		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								31		10		1,127

										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		29		9		603

														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		72

														公表していない コウヒョウ		2		1		422

														その他 タ		0		0		30

						②		作成中 サクセイチュウ								8		3		380

						③		未着手 ミチャクシュ								8		7		214

		10		H29財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								46		19		1,575

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								22		14		1,147

										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		17		9		904

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		5		5		243

						③		注記 チュウキ								29		12		1,141

		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								40		15		1,259

										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		1		16

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		1		11

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		9		3		42

														令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		29		10		1,190

										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		40		15		906

														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		0		0		263

														その他 タ		0		0		57

						②		作成中 サクセイチュウ								6		5		386

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		5		3		206

														令和２年７～９月		1		2		86

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		41

														令和３年１～３月		0		0		37

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		16

						③		未着手 ミチャクシュ								1		0		76

		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								17		8		775

										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		15		7		370

														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		64

														公表していない コウヒョウ		2		1		320

														その他 タ		0		0		21

						②		作成済み（不足する附属明細書あり）								7		2		131

										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		5		2		40

														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		8

														公表していない コウヒョウ		2		0		81

														その他 タ		0		0		2

						③		作成中 サクセイチュウ								6		4		379

						④		未着手 ミチャクシュ								17		6		436

		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								31		10		1,035

										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		29		9		554

														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		66

														公表していない コウヒョウ		2		1		384

														その他 タ		0		0		31

						②		作成中 サクセイチュウ								8		3		394

						③		未着手 ミチャクシュ								8		7		292

		14		H29財務書類 ザイム ショルイ		①		財務４表 ザイム ヒョウ								46		19		1,529

						②		附属明細書 フゾク メイサイショ								22		13

										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		16		9		771

														不足する明細書あり フソク メイサイショ		6		4		集計不可 シュウケイ フカ

						③		注記 チュウキ								31		11		1,057

		15		作成方法 サクセイ ホウホウ		①		日々仕訳 ヒビ シワケ								6		1		129

						②		期末一括仕訳 キマツ イッカツ シワケ								41		19		1,592

										仕訳時期 シワケ ジキ				年度末１回 ネンドマツ カイ		41		18		1,581

														その他 タ		0		1		11

		16		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								46		20		1,697

						②		整備中 セイビチュウ								1		0		20

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		0		0		2

														令和２年７～９月		0		0		2

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		1

														令和３年１～３月		1		0		8

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		7

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		4

		17		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								43		19		1,423

										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		1		58

														令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		6		5		131

														令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		15		4		191

														令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		22		9		1,043

										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		8		504

														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		114

														公表していない コウヒョウ		22		10		751

														その他 タ		1		1		54

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								4		1		274

										予定時期 ヨテイ ジキ				令和２年４～６月 レイワ ネン ガツ		2		0		107

														令和２年７～９月		1		1		76

														令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		0		27

														令和３年１～３月		1		0		43

														令和３年４月以降 イコウ		0		0		21

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		24

		18		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								46		20		1,626

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								1		0		78

						③		未着手 ミチャクシュ								0		0		17

		19		H28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								44		20		1,654

						②		整備・更新中 セイビ コウシンチュウ								1		0		36

						③		未着手 ミチャクシュ								2		0		31

		20		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								20		16		896

						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		6		84

						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								3		6		155

						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		4		83

						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		7		211

						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								38		14		426

						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		8		3

						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		その他 タ								3		1		57

						⑩		活用していない カツヨウ								2		1		444





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

				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



				◆ H30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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

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

				◆ H30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				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(69.4%)		1,100		(89.9%)		15		(88.2%)		1,085		(89.9%)		1,125		(89.3%)

						一部不足している イチブ フソク		11		(30.6%)		124		(10.1%)		2		(11.8%)		122		(10.1%)		135		(10.7%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		358		(20.6%)		1		(5.0%)		357		(20.7%)		363		(20.3%)

				未着手 ミチャクシュ				6		(12.8%)		159		(9.1%)		2		(10.0%)		157		(9.1%)		165		(9.2%)

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

				◆ H30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				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		369		(21.2%)		1		(5.0%)		368		(21.4%)		374		(20.9%)

				未着手 ミチャクシュ				3		(6.4%)		144		(8.3%)		3		(15.0%)		141		(8.2%)		147		(8.2%)

				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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				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		42		(100.0%)		1,036		(74.2%)		18		(94.7%)		1,018		(73.9%)		1,078		(75.0%)

						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%)		31		(2.2%)		0		(0.0%)		31		(2.3%)		31		(2.2%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		263		(18.8%)		1		(5.3%)		262		(19.0%)		263		(18.3%)

						その他 タ		0		(0.0%)		66		(4.7%)		0		(0.0%)		66		(4.8%)		66		(4.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

				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		34		(94.4%)		588		(48.0%)		13		(76.5%)		575		(47.6%)		622		(49.4%)

						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		(6.1%)		0		(0.0%)		75		(6.2%)		75		(6.0%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.6%)		526		(43.0%)		4		(23.5%)		522		(43.2%)		528		(41.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				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		(94.9%)		688		(56.0%)		13		(81.3%)		675		(55.7%)		725		(57.2%)

						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		0		(0.0%)		67		(5.5%)		0		(0.0%)		67		(5.5%)		67		(5.3%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.1%)		438		(35.7%)		3		(18.8%)		435		(35.9%)		440		(34.7%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)

				◆ 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%)		1,644		(94.4%)		20		(100.0%)		1,624		(94.4%)		1,690		(94.5%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				36		(76.6%)		1,370		(78.7%)		15		(75.0%)		1,355		(78.7%)		1,406		(78.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(69.4%)		1,136		(82.9%)		11		(73.3%)		1,125		(83.0%)		1,161		(82.6%)

						一部不足している イチブ フソク		11		(30.6%)		234		(17.1%)		4		(26.7%)		230		(17.0%)		245		(17.4%)

				注記 チュウキ				42		(89.4%)		1,315		(75.5%)		15		(75.0%)		1,300		(75.5%)		1,357		(75.9%)

				◆ H28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				40		(85.1%)		1,615		(92.8%)		20		(100.0%)		1,595		(92.7%)		1,655		(92.6%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				30		(63.8%)		1,281		(73.6%)		15		(75.0%)		1,266		(73.6%)		1,311		(73.3%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		22		(73.3%)		1,059		(82.7%)		11		(73.3%)		1,048		(82.8%)		1,081		(82.5%)

						一部不足している イチブ フソク		8		(26.7%)		222		(17.3%)		4		(26.7%)		218		(17.2%)		230		(17.5%)

				注記 チュウキ				29		(61.7%)		1,153		(66.2%)		12		(60.0%)		1,141		(66.3%)		1,182		(66.1%)

																										（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				42		(100.0%)		1,036		(74.2%)		18		(94.7%)		1,018		(73.9%)		1,078		(75.0%)

				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%)		31		(2.2%)		0		(0.0%)		31		(2.3%)		31		(2.2%)

				公表していない コウヒョウ				0		(0.0%)		263		(18.8%)		1		(5.3%)		262		(19.0%)		263		(18.3%)

				その他 タ				0		(0.0%)		66		(4.7%)		0		(0.0%)		66		(4.8%)		66		(4.6%)

				対象団体数（※1） タイショウ ダンタイスウ				42				1,396				19				1,377				1,438

																										（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%)		1,644		(94.4%)		20		(100.0%)		1,624		(94.4%)		1,690		(94.5%)

				未作成 ミサクセイ				1		(76.6%)		97		(78.7%)		0		(75.0%)		97		(78.7%)		98		(78.6%)

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

																										（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%)		1,615		(92.8%)		20		(100.0%)		1,595		(92.7%)		1,655		(92.6%)

				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				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

																										（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				46		(97.9%)		1,644		(94.4%)		20		(100.0%)		1,624		(94.4%)		1,690		(94.5%)

				平成28年度決算 ヘイセイ ネンド ケッサン				40		(85.1%)		1,615		(92.8%)		20		(100.0%)		1,595		(92.7%)		1,655		(92.6%)

				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



				◆ H30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				41		(87.2%)		1,359		(78.1%)		16		(80.0%)		1,343		(78.0%)		1,400		(78.3%)

				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%)		13		(1.0%)		1		(6.3%)		12		(0.9%)		13		(0.9%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		3		(7.3%)		44		(3.2%)		2		(12.5%)		42		(3.1%)		47		(3.4%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		8		(19.5%)		93		(6.8%)		4		(25.0%)		89		(6.6%)		101		(7.2%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		30		(73.2%)		1,209		(89.0%)		9		(56.3%)		1,200		(89.4%)		1,239		(88.5%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		335		(19.2%)		4		(20.0%)		331		(19.2%)		341		(19.1%)

				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		5		(83.3%)		180		(53.7%)		3		(75.0%)		177		(53.5%)		185		(54.3%)

						令和２年７～９月		1		(16.7%)		80		(23.9%)		1		(25.0%)		79		(23.9%)		81		(23.8%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		36		(10.7%)		0		(0.0%)		36		(10.9%)		36		(10.6%)

						令和３年１～３月		0		(0.0%)		29		(8.7%)		0		(0.0%)		29		(8.8%)		29		(8.5%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		10		(3.0%)		0		(0.0%)		10		(3.0%)		10		(2.9%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		47		(2.7%)		0		(0.0%)		47		(2.7%)		47		(2.6%)

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

				◆ H30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				25		(53.2%)		1,081		(62.1%)		11		(55.0%)		1,070		(62.2%)		1,106		(61.9%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		19		(76.0%)		919		(85.0%)		9		(81.8%)		910		(85.0%)		938		(84.8%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(24.0%)		162		(15.0%)		2		(18.2%)		160		(15.0%)		168		(15.2%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		366		(21.0%)		3		(15.0%)		363		(21.1%)		372		(20.8%)

				未着手 ミチャクシュ				16		(34.0%)		294		(16.9%)		6		(30.0%)		288		(16.7%)		310		(17.3%)

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

				◆ H30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				31		(66.0%)		1,137		(65.3%)		10		(50.0%)		1,127		(65.5%)		1,168		(65.3%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		383		(22.0%)		3		(15.0%)		380		(22.1%)		391		(21.9%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		221		(12.7%)		7		(35.0%)		214		(12.4%)		229		(12.8%)

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

				◆ 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				41		(87.2%)		1,359		(78.1%)		16		(80.0%)		1,343		(78.0%)		1,400		(78.3%)

				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		(100.0%)		972		(71.5%)		16		(100.0%)		956		(71.2%)		1,013		(72.4%)

						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%)		38		(2.8%)		0		(0.0%)		38		(2.8%)		38		(2.7%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		288		(21.2%)		0		(0.0%)		288		(21.4%)		288		(20.6%)

						その他 タ		0		(0.0%)		61		(4.5%)		0		(0.0%)		61		(4.5%)		61		(4.4%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				25		(53.2%)		1,081		(62.1%)		11		(55.0%)		1,070		(62.2%)		1,106		(61.9%)

				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		21		(84.0%)		496		(45.9%)		9		(81.8%)		487		(45.5%)		517		(46.7%)

						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		(7.2%)		0		(0.0%)		78		(7.3%)		78		(7.1%)

						公表していない コウヒョウ		4		(16.0%)		483		(44.7%)		2		(18.2%)		481		(45.0%)		487		(44.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		24		(2.2%)		0		(0.0%)		24		(2.2%)		24		(2.2%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				31		(66.0%)		1,137		(65.3%)		10		(50.0%)		1,127		(65.5%)		1,168		(65.3%)

				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		29		(93.5%)		612		(53.8%)		9		(90.0%)		603		(53.5%)		641		(54.9%)

						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%)		72		(6.3%)		0		(0.0%)		72		(6.4%)		72		(6.2%)

						公表していない コウヒョウ		2		(6.5%)		423		(37.2%)		1		(10.0%)		422		(37.4%)		425		(36.4%)

						その他 タ		0		(0.0%)		30		(2.6%)		0		(0.0%)		30		(2.7%)		30		(2.6%)

				◆ 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

				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%)		1,594		(91.6%)		19		(95.0%)		1,575		(91.5%)		1,640		(91.7%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				22		(46.8%)		1,161		(66.7%)		14		(70.0%)		1,147		(66.6%)		1,183		(66.2%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		17		(77.3%)		913		(78.6%)		9		(64.3%)		904		(78.8%)		930		(78.6%)

						一部不足している イチブ フソク		5		(22.7%)		248		(21.4%)		5		(35.7%)		243		(21.2%)		253		(21.4%)

				注記 チュウキ				29		(61.7%)		1,153		(66.2%)		12		(60.0%)		1,141		(66.3%)		1,182		(66.1%)





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



				◆ H30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				40		(85.1%)		1,274		(73.2%)		15		(75.0%)		1,259		(73.2%)		1,314		(73.5%)

				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%)		17		(1.3%)		1		(6.7%)		16		(1.3%)		17		(1.3%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		(5.0%)		12		(0.9%)		1		(6.7%)		11		(0.9%)		14		(1.1%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		9		(22.5%)		45		(3.5%)		3		(20.0%)		42		(3.3%)		54		(4.1%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		29		(72.5%)		1,200		(94.2%)		10		(66.7%)		1,190		(94.5%)		1,229		(93.5%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		391		(22.5%)		5		(25.0%)		386		(22.4%)		397		(22.2%)

				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		5		(83.3%)		209		(53.5%)		3		(60.0%)		206		(53.4%)		214		(53.9%)

						令和２年７～９月		1		(16.7%)		88		(22.5%)		2		(40.0%)		86		(22.3%)		89		(22.4%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		41		(10.5%)		0		(0.0%)		41		(10.6%)		41		(10.3%)

						令和３年１～３月		0		(0.0%)		37		(9.5%)		0		(0.0%)		37		(9.6%)		37		(9.3%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		16		(4.1%)		0		(0.0%)		16		(4.1%)		16		(4.0%)

				未着手 ミチャクシュ				1		(2.1%)		76		(4.4%)		0		(0.0%)		76		(4.4%)		77		(4.3%)

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

				◆ H30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				24		(51.1%)		916		(52.6%)		10		(50.0%)		906		(52.6%)		940		(52.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		17		(70.8%)		783		(85.5%)		8		(80.0%)		775		(85.5%)		800		(85.1%)

						一部不足している イチブ フソク		7		(29.2%)		133		(14.5%)		2		(20.0%)		131		(14.5%)		140		(14.9%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		383		(22.0%)		4		(20.0%)		379		(22.0%)		389		(21.8%)

				未着手 ミチャクシュ				17		(36.2%)		442		(25.4%)		6		(30.0%)		436		(25.3%)		459		(25.7%)

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

				◆ H30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				31		(66.0%)		1,045		(60.0%)		10		(50.0%)		1,035		(60.1%)		1,076		(60.2%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		397		(22.8%)		3		(15.0%)		394		(22.9%)		405		(22.7%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		299		(17.2%)		7		(35.0%)		292		(17.0%)		307		(17.2%)

				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				40		(85.1%)		1,274		(73.2%)		15		(75.0%)		1,259		(73.2%)		1,314		(73.5%)

				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		40		(100.0%)		921		(72.3%)		15		(100.0%)		906		(72.0%)		961		(73.1%)

						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%)		38		(3.0%)		0		(0.0%)		38		(3.0%)		38		(2.9%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		288		(22.6%)		0		(0.0%)		288		(22.9%)		288		(21.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		61		(4.8%)		0		(0.0%)		61		(4.8%)		61		(4.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				24		(51.1%)		916		(52.6%)		10		(50.0%)		906		(52.6%)		940		(52.6%)

				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		20		(83.3%)		419		(45.7%)		9		(90.0%)		410		(45.3%)		439		(46.7%)

						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%)		72		(7.9%)		0		(0.0%)		72		(7.9%)		72		(7.7%)

						公表していない コウヒョウ		4		(16.7%)		402		(43.9%)		1		(10.0%)		401		(44.3%)		406		(43.2%)

						その他 タ		0		(0.0%)		23		(2.5%)		0		(0.0%)		23		(2.5%)		23		(2.4%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				31		(66.0%)		1,045		(60.0%)		10		(50.0%)		1,035		(60.1%)		1,076		(60.2%)

				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		29		(93.5%)		563		(53.9%)		9		(90.0%)		554		(53.5%)		592		(55.0%)

						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%)		66		(6.3%)		0		(0.0%)		66		(6.4%)		66		(6.1%)

						公表していない コウヒョウ		2		(6.5%)		385		(36.8%)		1		(10.0%)		384		(37.1%)		387		(36.0%)

						その他 タ		0		(0.0%)		31		(3.0%)		0		(0.0%)		31		(3.0%)		31		(2.9%)

				◆ 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

				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%)		1,548		(88.9%)		19		(95.0%)		1,529		(88.8%)		1,594		(89.1%)

				附属明細書 フゾク メイサイショ				22		(46.8%)		1,008		(57.9%)		13		(65.0%)		995		(57.8%)		1,030		(57.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		16		(72.7%)		780		(77.4%)		9		(69.2%)		771		(77.5%)		796		(77.3%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(27.3%)		228		(22.6%)		4		(30.8%)		224		(22.5%)		234		(22.7%)

				注記 チュウキ				31		(66.0%)		1,068		(61.3%)		11		(55.0%)		1,057		(61.4%)		1,099		(61.5%)





仕訳

				○統一的な基準による財務書類の作成状況（仕訳方法） 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 シワケ ホウホウ

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



																										（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%)		130		(7.5%)		1		(5.0%)		129		(7.5%)		136		(7.6%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				41		(87.2%)		1,611		(92.5%)		19		(95.0%)		1,592		(92.5%)		1,652		(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		41		(100.0%)		1,599		(99.3%)		18		(94.7%)		1,581		(99.3%)		1,640		(99.3%)

						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		0		(0.0%)		12		(0.7%)		1		(5.3%)		11		(0.7%)		12		(0.7%)

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



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				46		(97.9%)		1,717		(98.6%)		20		(100.0%)		1,697		(98.6%)		1,763		(98.6%)

				整備中 セイビチュウ				1		(2.1%)		20		(1.1%)		0		(0.0%)		20		(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		(0.0%)		2		(10.0%)		0		－		2		(10.0%)		2		(9.5%)

						令和２年７～９月		0		(0.0%)		2		(10.0%)		0		－		2		(10.0%)		2		(9.5%)

						令和２年10～12月 レイワ ネン ガツ		0		(0.0%)		1		(5.0%)		0		－		1		(5.0%)		1		(4.8%)

						令和３年１～３月		1		(100.0%)		8		(40.0%)		0		－		8		(40.0%)		9		(42.9%)

						令和３年４月以降 イコウ		0		(0.0%)		7		(35.0%)		0		－		7		(35.0%)		7		(33.3%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		4		(0.2%)		0		(0.0%)		4		(0.2%)		4		(0.2%)

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

				◆ 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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				対象団体数 タイショウ ダンタイスウ				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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				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		(44.2%)		512		(29.8%)		8		(42.1%)		504		(35.4%)		531		(35.8%)

						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		1		(2.3%)		114		(6.6%)		0		(0.0%)		114		(8.0%)		115		(7.7%)

						公表していない コウヒョウ		22		(51.2%)		761		(44.3%)		10		(52.6%)		751		(52.8%)		783		(52.7%)

						その他 タ		1		(2.3%)		55		(3.2%)		1		(5.3%)		54		(3.8%)		56		(3.8%)

				◆ 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				46		(97.9%)		1,646		(94.5%)		20		(100.0%)		1,626		(94.5%)		1,692		(94.6%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				1		(2.1%)		78		(4.5%)		0		(0.0%)		78		(4.5%)		79		(4.4%)

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

				◆ H29.3.31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				44		(93.6%)		1,674		(96.2%)		20		(100.0%)		1,654		(96.1%)		1,718		(96.1%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				1		(2.1%)		36		(2.1%)		0		(0.0%)		36		(2.1%)		37		(2.1%)

				未着手 ミチャクシュ				2		(4.3%)		31		(1.8%)		0		(0.0%)		31		(1.8%)		33		(1.8%)

																										（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				46		(97.9%)		1,646		(94.5%)		20		(100.0%)		1,626		(94.5%)		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				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		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				44		(93.6%)		1,674		(96.2%)		20		(100.0%)		1,654		(96.1%)		1,718		(96.1%)

				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				47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

																										（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				46		(97.9%)		1,646		(94.5%)		20		(100.0%)		1,626		(94.5%)		1,692		(94.6%)

				平成29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				44		(93.6%)		1,674		(96.2%)		20		(100.0%)		1,654		(96.1%)		1,718		(96.1%)

				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



				◆ H31年度における活用状況 ネンド カツヨウ ジョウキョウ

																								（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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				【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

				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		17		(36.2%)		774		(44.5%)		15		(75.0%)		759		(44.1%)		791		(44.2%)

				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		3		(6.4%)		54		(3.1%)		4		(20.0%)		50		(2.9%)		57		(3.2%)

				財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した ザイム ショルイ コテイシサン ダイチョウ ジョウホウ コウキョウ シセツ トウ ソウゴウ カンリ ケイカク マタ コベツ シセツ ケイカク ハンエイ コウキョウ シセツ テキセイ カンリ カツヨウ		0		(0.0%)		79		(4.5%)		3		(15.0%)		76		(4.4%)		79		(4.4%)

				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 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		10		(21.3%)		181		(10.4%)		7		(35.0%)		174		(10.1%)		191		(10.7%)

				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%)		420		(24.1%)		14		(70.0%)		406		(23.6%)		457		(25.6%)

				財務書類等の情報を基に,市場公募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 シジョウ コウボサイ セツメイカイ ザイセイ ジョウキョウ セツメイ		10		(21.3%)		7		(0.4%)		6		(30.0%)		1		(0.1%)		17		(1.0%)

				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 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 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%)

				上記以外の活用 ジョウキ イガイ カツヨウ		2		(4.3%)		57		(3.3%)		1		(5.0%)		56		(3.3%)		59		(3.3%)

				活用していない カツヨウ		6		(12.8%)		591		(33.9%)		1		(5.0%)		590		(34.3%)		597		(33.4%)

																								（単位：団体） タンイ ダンタイ

				区分
（複数選択可） クブン フクスウ センタクカ		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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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%)

				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		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				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%)

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





団体向け補足資料

																								令和２年●月●日 レイワ ネン ガツ ニチ



		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 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

		（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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				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%)		11		(0.8%)		1		(5.3%)		10		(0.7%)		11		(0.8%)

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		2		(4.8%)		70		(5.0%)		3		(15.8%)		67		(4.9%)		72		(5.0%)

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		12		(28.6%)		123		(8.8%)		5		(26.3%)		118		(8.6%)		135		(9.4%)

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		28		(66.7%)		1,192		(85.4%)		10		(52.6%)		1,182		(85.8%)		1,220		(84.8%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		312		(17.9%)		1		(5.0%)		311		(18.1%)		317		(17.7%)

				未着手 ミチャクシュ				0		(0.0%)		33		(1.9%)		0		(0.0%)		33		(1.9%)		33		(1.8%)

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

				◆ 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				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		25		(69.4%)		1,100		(89.9%)		15		(88.2%)		1,085		(89.9%)		1,125		(89.3%)

						一部不足している イチブ フソク		11		(30.6%)		124		(10.1%)		2		(11.8%)		122		(10.1%)		135		(10.7%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		358		(20.6%)		1		(5.0%)		357		(20.7%)		363		(20.3%)

				未着手 ミチャクシュ				6		(12.8%)		159		(9.1%)		2		(10.0%)		157		(9.1%)		165		(9.2%)

				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				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				作成中 サクセイチュウ				5		(10.6%)		369		(21.2%)		1		(5.0%)		368		(21.4%)		374		(20.9%)

				未着手 ミチャクシュ				3		(6.4%)		144		(8.3%)		3		(15.0%)		141		(8.2%)		147		(8.2%)

				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%)		1,396		(80.2%)		19		(95.0%)		1,377		(80.0%)		1,438		(80.4%)

				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		42		(100.0%)		1,036		(74.2%)		18		(94.7%)		1,018		(73.9%)		1,078		(75.0%)

						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%)		31		(2.2%)		0		(0.0%)		31		(2.3%)		31		(2.2%)

						公表していない コウヒョウ		0		(0.0%)		263		(18.8%)		1		(5.3%)		262		(19.0%)		263		(18.3%)

						その他 タ		0		(0.0%)		66		(4.7%)		0		(0.0%)		66		(4.8%)		66		(4.6%)

				附属明細書（作成済み団体） フゾク メイサイショ				36		(76.6%)		1,224		(70.3%)		17		(85.0%)		1,207		(70.1%)		1,260		(70.5%)

				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		34		(94.4%)		588		(48.0%)		13		(76.5%)		575		(47.6%)		622		(49.4%)

						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		(6.1%)		0		(0.0%)		75		(6.2%)		75		(6.0%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.6%)		526		(43.0%)		4		(23.5%)		522		(43.2%)		528		(41.9%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)

				注記（作成済み団体） チュウキ				39		(83.0%)		1,228		(70.5%)		16		(80.0%)		1,212		(70.4%)		1,267		(70.9%)

				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		(94.9%)		688		(56.0%)		13		(81.3%)		675		(55.7%)		725		(57.2%)

						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		0		(0.0%)		67		(5.5%)		0		(0.0%)		67		(5.5%)		67		(5.3%)

						公表していない コウヒョウ		2		(5.1%)		438		(35.7%)		3		(18.8%)		435		(35.9%)		440		(34.7%)

						その他 タ		0		(0.0%)		35		(2.9%)		0		(0.0%)		35		(2.9%)		35		(2.8%)





				【統一的な基準による財務書類の作成にかかる仕訳方法】 トウイツテキ キジュン 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%)		130		(7.5%)		1		(5.0%)		129		(7.5%)		136		(7.6%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				41		(87.2%)		1,611		(92.5%)		19		(95.0%)		1,592		(92.5%)		1,652		(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		41		(100.0%)		1,599		(99.3%)		18		(94.7%)		1,581		(99.3%)		1,640		(99.3%)

						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		0		(0.0%)		12		(0.7%)		1		(5.3%)		11		(0.7%)		12		(0.7%)

				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				25		(53.2%)		1,081		(62.1%)		11		(55.0%)		1,070		(62.2%)		1,106		(61.9%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		19		(76.0%)		919		(85.0%)		9		(81.8%)		910		(85.0%)		938		(84.8%)

						一部不足している イチブ フソク		6		(24.0%)		162		(15.0%)		2		(18.2%)		160		(15.0%)		168		(15.2%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		366		(21.0%)		3		(15.0%)		363		(21.1%)		372		(20.8%)

				未着手 ミチャクシュ				16		(34.0%)		294		(16.9%)		6		(30.0%)		288		(16.7%)		310		(17.3%)

				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				31		(66.0%)		1,137		(65.3%)		10		(50.0%)		1,127		(65.5%)		1,168		(65.3%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		383		(22.0%)		3		(15.0%)		380		(22.1%)		391		(21.9%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		221		(12.7%)		7		(35.0%)		214		(12.4%)		229		(12.8%)

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

				【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				24		(51.1%)		916		(52.6%)		10		(50.0%)		906		(52.6%)		940		(52.6%)

						全て作成済み スベ サクセイ ズ		17		(70.8%)		783		(85.5%)		8		(80.0%)		775		(85.5%)		800		(85.1%)

						一部不足している イチブ フソク		7		(29.2%)		133		(14.5%)		2		(20.0%)		131		(14.5%)		140		(14.9%)

				作成中 サクセイチュウ				6		(12.8%)		383		(22.0%)		4		(20.0%)		379		(22.0%)		389		(21.8%)

				未着手 ミチャクシュ				17		(36.2%)		442		(25.4%)		6		(30.0%)		436		(25.3%)		459		(25.7%)

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

				◆ 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				31		(66.0%)		1,045		(60.0%)		10		(50.0%)		1,035		(60.1%)		1,076		(60.2%)

				作成中 サクセイチュウ				8		(17.0%)		397		(22.8%)		3		(15.0%)		394		(22.9%)		405		(22.7%)

				未着手 ミチャクシュ				8		(17.0%)		299		(17.2%)		7		(35.0%)		292		(17.0%)		307		(17.2%)

				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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				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		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						令和元年７～９月 レイワ ガンネン ガツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						令和元年10～12月 レイワ ガンネン ガツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						令和２年１～３月 レイワ ネン ガツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				整備（更新）中 セイビ コウシン チュウ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				未着手 ミチャクシュ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				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				43		(91.5%)		1,442		(82.8%)		19		(95.0%)		1,423		(82.7%)		1,485		(83.1%)

				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		(44.2%)		512		(29.8%)		8		(42.1%)		504		(35.4%)		531		(35.8%)

						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		1		(2.3%)		114		(6.6%)		0		(0.0%)		114		(8.0%)		115		(7.7%)

						公表していない コウヒョウ		22		(51.2%)		761		(44.3%)		10		(52.6%)		751		(52.8%)		783		(52.7%)

						その他 タ		1		(2.3%)		55		(3.2%)		1		(5.3%)		54		(3.8%)		56		(3.8%)





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 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		(19.5%)

				一括仕訳 イッカツ シワケ				1,272		(236.4%)

						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		(91.9%)

						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		(0.5%)

				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				開始時固定資産台帳 カイシジ コテイシサン ダイチョウ				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				1,209		(92.0%)		1,106		(84.2%)

				整備（更新）中 セイビ コウシン ナカ				69		(5.3%)		156		(11.9%)

				未着手 ミチャクシュ				99		(7.5%)		115		(8.8%)

				合計 ゴウケイ				1,377		(100.0%)		1,377		(100.0%)



				注）未着手を選択している団体の中には、固定資産台帳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 ダイチョウ 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。




image2.emf

141003神奈川県横浜市週次及び月次で仕訳を実施




image3.emf

015610北海道興部町委託


052043秋田県大館市


固定資産台帳作成分については、12月末時点


支出済分を2月上旬から仕訳、年度末（出納閉


鎖後）支出済分を6月下旬から仕訳。


074462福島県昭和村業者委託


082031茨城県土浦市８・１２・３・４月


112291埼玉県和光市半年に一回


131113東京都大田区6月から12月


132276東京都羽村市月次で仕訳を行い、年度末に集約する。


204048長野県阿南町半年に１回


292010奈良県奈良市


一般会計等+全体については、令和元年10月～


12月に作成


連結については、令和2年1月～3月に作成


473251沖縄県嘉手納町当該会計年度の翌年度中に仕分け


473596沖縄県伊平屋村村決算確定後、委託発注






事業別セグメント分析の実施（福島県郡山市）
事例概要

取組内容

効果等

○ 予算科目を１課１目に組み替え、施設に関する予算は関連施設別に「細目」の中で
集約することで、課別・事業別の財務書類を効率的に作成。各担当課は、現状・課題
を踏まえた分析を実施し、財政課は、翌年度予算の査定時の参考資料としても活用。

○ 具体的な事例として、郡山カルチャーパークについては、セグメント分析により、有形
固定資産減価償却率が70.5％と高く、施設の老朽化が進んでおり、将来的に修繕・改
修等が予想されるため、財源の確保が課題であることを認識。

事業別財務書類（抜粋）

＜公園緑地課「郡山カルチャーパーク費」＞

民間活力の活用を含め、様々な手法を検討するため、
アンケート調査やサウンディングを実施

○ 民間活力の活用を含め、
様々な手法を検討するため、
アンケート調査及びオンライン
サウンディング（民間事業者か
らの意見聴取）を実施。ＰＦＩ手
法での事業化を望む声があっ
たことを踏まえ、PFI導入に向
けて予算化を進めている。

○ 課別・事業別の財務書類を作成・分析することにより、具体的なデータに基づいて各事業の課題を認識することができ、
各事業における政策立案の際の根拠資料として活用することができる。

○ 毎年度、課別・事業別財務書類を作成していくことにより、施策の効果の検証にも繋げていくことができる。

○ 庁内全体で課別・事業別の財務書類を作成・分析を実施しており、例えば、郡山カルチャーパーク（遊園地・プールの複合
施設）については、セグメント分析により、改修等のための財源の確保が課題と認識し、PFI手法の導入検討に繋げるなど、
政策立案の根拠資料として活用。
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固定資産台帳を活用した未利用資産の売却（大分県竹田市）

○ 保有している財産を有効に活用するため、固定資産台帳システムにおいて売却可能資産一覧を管理し、売却・貸付が可
能な資産について、市の広報誌やホームページで公募。

事例概要

取組内容

○ 固定資産台帳の情報を活用することで、市の保有する未利用財産の状況が一覧的に把握できることから、効率的に売却
対象となる物件を選定可能。

○ これまで、公募により、個人や民間事業者等に売却・貸付を実施（令和元年度：５件売却）。

効果等

○ 固定資産台帳システムにおいて、売却可
能資産について管理（売却可能フラグを設
定）するとともに、一覧を抽出の上、同シス
テムに登録された各施設の状態などを参考
にしながら、売却・貸付資産を決定。

○ 対象資産の売却・貸付に当たっては、市
の広報誌やホームページにおいて公募を
実施。

○ 加えて、売却可能資産及び老朽化の進ん
だ資産の有効活用をさらに推進するため、
令和２年度に、対象施設をツアー形式で巡
るサウンディング調査（民間事業者から広く
アイデアや意見を聴取）を実施。ツアーには
約20名が参加。当該意見も踏まえ、引き続
き、活用方策を検討していく予定。

公募イメージ

売却可能資産一覧（抜粋）

＜広報誌掲載例＞ ＜ホームページ掲載例＞
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自治大学校、市町村職員中央研修所（JAMP）、全国市町村国際文化研修所（JIAM）、地方公共団体金融機構（JFM）
等を活用して、財務書類の活用方法も含めた自治体職員向けの研修を実施。

専門家の招へい・職員研修等を実施する際に活用可能な専門人材（地方公共団体職員等）のリストを総務省ホーム
ページにて公表。

令和３年度より、地方公共団体金融機構と共同で地方公共団体の「経営・財務マネジメント強化事業」を創設し、地方公会計
の分野についても、団体の状況や要請に応じて専門知識を有するアドバイザーを派遣し、財務書類等の作成・活用支援を行う
予定。

２．システムの提供

統一的な基準による地方公会計の整備に係る標準的なソフトウェアについて、平成27年度から令和3年度まで地方公
共団体に提供（平成31年４月からは有償にて提供。）。

３．財政支援

地方公会計システムの運用に係る経費について普通交付税措置。

専門家の招へい・職員研修に要する経費について特別交付税措置。（※措置率1/2（財政力補正あり））

４．人材育成支援

１．マニュアルの公表

統一的な基準による財務書類の作成手順や固定資産台帳の整備手順、事業別・施設別のセグメント分析を始めとす
る財務書類の活用方法等を内容とする「統一的な基準による地方公会計マニュアル」を平成27年１月に公表した（平
成28年5月改訂）。「地方公会計の推進に関する研究会」報告書等を踏まえ、マニュアルを改訂（令和元年8月改訂）。

統一的な基準による地方公会計の整備及び活用に係る支援
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地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業の創設

○ 人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、財政・経営状況やストック情報等を的確に

把握し、「見える化」した上で、中長期的な見通しに基づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まっている

○ しかしながら、地方公共団体においては、人材不足等のため、こうした経営・財務マネジメントに係る「知識・ノウハウ」が

不足し、小規模市町村を中心に公営企業会計の適用やストックマネジメント等の取組が遅れている団体もあるところ

地方公共団体の経営・財務マネジメントを強化し、財政運営の質の向上を図るため、総務省と地方公共団体金融
機構の共同事業として、団体の状況や要請に応じてアドバイザーを派遣する事業を創設

事業概要

（１） アドバイザーを派遣する政策テーマ

○ 公営企業の経営戦略の策定・経営支援

○ 公営企業会計の適用

○ 地方公会計の整備

○ 公共施設等総合管理計画の見直し（公共施設マネジメント）

（２） 支援の方法

※１ アドバイザーの派遣経費（謝金、旅費）は、地方公共団体金融機構が負担

※２ 各都道府県の市区町村担当課と連携して事業を実施

（３） 事業規模

○ 約３億円 （約500団体・公営企業への派遣を想定）

啓発・研修事業課題対応アドバイス事業 課題達成支援事業

都道府県が市区町村・公営企業
の啓発のため政策テーマの研修
を行う場合に派遣

市区町村・公営企業が直面する課題
に対して、当該課題の克服等、財政
運営・経営の改善に向けたアドバイ
スを必要とする場合に団体の要請に
応じて派遣

上記の政策テーマの実施に当たり、知
識・ノウハウが不足するために達成が
困難な市区町村・公営企業に、技術
的・専門的な支援を行うために派遣

都道府県に派遣
個別市区町村に継続的に派遣
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反復・継続的な短期貸付金等について
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貸付金

  

諸収入

  

歳 入

  

歳 入
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歳 出

  

歳 出

  

歳 出

  

貸付金

  

借入金

  

借入金

  

償還金

  

出納整理期間 

【一般会計】 

【公社・三セク等】 【公社・三セク等】 

【一般会計】 

Ｎ年度 Ｎ＋１年度 
3/31 

①  ②  

③  

１．単コロについて

第三セクター等との間で行われている反復・継続的な短期

貸付金のうち、地方公共団体への返済が出納整理期間に行

われる貸付金については、会計年度独立の原則の趣旨に反

していることから、見直しを図ること。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

歳 入
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貸付金 

諸収入

  

歳 入

  

歳 入

  

歳 入

  

歳 出

  

歳 出

  

歳 出

  

貸付金

  

借入金 借入金

  

償還金

  

【一般会計】 

【公社・三セク等】 【公社・三セク等】 

【一般会計】 

Ｎ年度 Ｎ＋１年度 
3/31 

償還金

  

金融機関

から借入

れ 

オーバー

ナイト 

諸収入

  

4/1 

２．オーバーナイトについて

第三セクター等との間で行われている反復・継続的な短期

貸付金のうち、第三セクター等が年度を越えて金融機関から

借り入れた資金により地方公共団体への返済が行われる貸

付金については、第三セクター等の経営状況を踏まえ、長期

貸付への切替え等必要な見直しを行うこと。

３．会計年度を越える基金の繰替運用について

会計年度を越える基金の繰替運用については、地方自治法第２４１条及びそれぞれの基金設置条例の趣旨を逸脱し

たものとなることのないよう、基金の運用として安全確実性、有利性、流動性（支払準備性、換金性）について満たされて

いるか検証し、必要なものについてはその適正化を図ること。

13



＜対象要件の見直し＞

（１）地元産業界からの出捐が得られない場合は、地元産業界との間で何らかの連携が必要（事業の効果の検証等を行う

場としての協議会の設置、支援対象者の審査員としての企業側の参加、奨学金返還支援を受ける者が研修・意見交換

を行う場の設置等）

＜特別交付税措置の拡充＞

（２）制度の広報経費を対象に追加

「奨学金」を活用した若者の地方定着の促進【都道府県の場合】

※ 図は「地方創生枠」を活用する場合（日本学生支援機構の奨学金以外の奨学金を支援対象とする場合も可）

都市部の大学等からの地方企業への就職、地方への若者の定着を促進

変更のポイント

事業イメージ

14



＜対象要件の見直し＞

（１）基金の設置を不要とし、特交対象経費の範囲を「全負担額の５／１０」から「市町村負担額の１０／１０」に拡充

＜特別交付税措置の拡充＞

（２）「大学生等」のほか、「高校生等」を支援対象者に追加

（３）制度の広報経費を対象に追加

「奨学金」を活用した若者の地方定着の促進【市町村の場合】

都市部の大学・高校等からの移住・定住等、地方への若者の定着を促進

※１ 図は「地方創生枠」を活用する場合（日本学生支援機構の奨学金以外の奨学金を支援対象とする場合も可）

※２ 都道府県と合同で、都道府県の制度を利用して運営している市町村については、当該市町村外への移住・定住者に対する支援であっても対象とする。

変更のポイント

事業イメージ
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地域の
研究機関

【文部科学省】

大学の取組を補助事業（※）に
採択
※ 大学による地方創生人材

教育プログラム構築事業 等

【総務省】

地方公共団体の取組に対し特別
交付税措置

地元
産業界

連携

地域の
金融機関

地方公共団体

事業イメージ

支援

協定（数値目標 の設定(※) ）

大学等の取組 地方公共団体の取組

【取組例１：産業振興】 地方大学、地方公共団体及び地元企業の共同研究による産業振興

地元企業との連携により、地域のブランド産品・固有産業技術の開
発、地域産品の６次産業化、産品展開のための販路開拓やマーケティ
ングの研究等を実施

地方公共団体設立の研究施設（例：産業技術センター）による共同
研究、研究開発委託、大学や地元企業間の連絡調整、販路開拓の支援
（物産展への出品等）、マーケティング支援等を実施

【取組例２：就職時対策】 地元企業と学生のマッチングによる地元企業との関わりの強化

地元産業界と連携した、地元企業における長期インターンシップ等、
実践的な職業教育を実施（必須科目化・単位認定）

大学や地元企業間の連絡調整、インターン先企業の開拓、インター
ンシップ生の受入れ、地元産業界から大学への講師派遣支援等を実施

【取組例３：入学時対策】 ICTやサテライトキャンパスを活用した都市部の大学との単位互換を通じた地元大学への入学促進

地方大学進学者がその居住する地域において、都市部の大学の授業
をICTやサテライトキャンパスを活用して受講・単位修得する機会を
提供（単位互換により在学している地方大学の単位として認定する）

受講スペースの提供、通信費等増嵩経費の一部負担等を実施

国公私立大学

【取組例】

支援

※ ●●大学卒業生の県内就職率 ○％アップ、
共同研究に基づく新事業による雇用創出 ○人 など

※ 公立大学と連携する取組については、文部科学省の補助事業に採択されないものであっても、地方公共団体の取組に
対し特別交付税措置

※ 措置率0.8（財政力補正あり）
※ 一団体当たり上限1,200万円（公立大学

と連携する取組については、2,400万円）

地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着の促進
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