
笛吹市財政状況等一覧表 （平成１７年度） 

 

 この度の財政状況の公表は、「地方公共団体の総合的な財政情報の開示の推進

について」（平成１９年１月２２日付け、総財務第８号総務省自治財政局長通知）

によるものであり、今後の公会計改革、新しい再生法制の具体化も視野にいれ、

普通会計に加え公営企業会計、第三セクター、関係する一部事務組合等も含め

た総合的な財政情報の開示を都道府県・市区町村において、共通様式により公

表するものであり、内容については次のとおりです。 

 また、平成１８年８月１日に合併した旧芦川村についても、併せて公表しま

す。  

 

 

１）一般会計及び特別会計の財政状況 

   ・決算、地方債現在高、他会計からの繰入金の状況等 

 

 ２）１）以外の特別会計の財政状況（公営企業等） 

   ・決算、地方債現在高、他会計からの繰入金の状況等 

 

 ３）関係する一部事務組合等の財政状況 

   ・決算、地方債現在高、当該団体の負担割合等 

 

 ４）第三セクター等の経営状況等 

   ・決算、出資及び地方公共団体の財政的支援（補助、貸付、債務保証、

損失補償）の状況等 

 

 ５）財政指数 

   ・財政力指数、実質公債費比率等 

 



（別添）

  団体名   笛 吹 市

１　一般会計及び特別会計の財政状況（主として普通会計に係るもの） 　　（百万円）

歳入 歳出 形式収支 実質収支 地方債現在高
他会計からの
繰入金

一  般  会  計 28,071 26,719 1,352 1,205 30,356 269

黒駒山恩賜県有財産保護
財産区管理会特別会計

9,878 2,806 7,072 7,072 ─ ─

大積寺山恩賜県有財産保護
財産区管理会特別会計

1,022 135 887 887 ─ ─

稲山恩賜県有財産保護
財産区管理会特別会計

6,269 140 6,129 6,129 ─ ─

牛ケ額恩賜県有財産保護
財産区管理会特別会計

127 57 70 70 ─ ─

大口山恩賜県有財産保護
財産区管理会特別会計

10,156 412 9,744 9,744 ─ ─

崩山恩賜県有財産保護
財産区管理会特別会計

2,975 916 2,059 2,059 ─ ─

名所山恩賜県有財産保護
財産区管理会特別会計

1,723 221 1,502 1,502 ─ ─

春日山恩賜県有財産保護
財産区管理会特別会計

6,385 1,093 5,292 5,292 ─ ─

兜山外五山恩賜県有財産保護
財産区管理会特別会計

295 114 181 181 ─ ─

普  通  会  計 28,071 26,719 1,352 1,117 30,356 269

２　１以外の特別会計の財政状況（公営事業会計に係るもの）      （百万円）

総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

不良債務
（実質収支）

地方債現在高
他会計からの
繰入金

水道事業会計 919 861 58 ─ 4,933 390

(歳入) (歳出) (形式収支) (実質収支)

6,900 6,806 94 94 ─ 431

(歳入) (歳出) (形式収支) (実質収支)

6,255 6,253 2 2 ─ 502

(歳入) (歳出) (形式収支) (実質収支)

3,728 3,676 52 52 ─ 582

(歳入) (歳出) (形式収支) (実質収支)

下水道会計 3,624 3,968 125 125 24,632 1,721
(歳入) (歳出) (形式収支) (実質収支)

(公共下水道事業会計） 2,230 2,407 79 79 12,705 1,086

(歳入) (歳出) (形式収支) (実質収支)

（特定環境保全公共下水道事業会計） 1,394 1,561 46 46 11,927 635

(歳入) (歳出) (形式収支) (実質収支)

簡易水道会計 918 878 57 57 3,004 174

(歳入) (歳出) (形式収支) (実質収支)

温泉事業会計 78 67 11 11 ─ ─

　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。

　　　　　２．不良債務が～百万円となるときは、「△～」と表記している。

３　関係する一部事務組合等の財政状況 （百万円　，　％）

歳入
（総収益）

歳出
（総費用）

形式収支
（純損益）

実質収支
（不良債務）

地方債現在高
当該団体の
負担割合

山梨県市町村議会議員公務災害
補償等組合

1,456 533 923 923 ─ 5.0

東山梨行政事務組合 1,796 1,723 73 73 2,824 1.5

東山梨環境衛生組合 422 405 17 17 853 19.0

青木が原ごみ処理組合 50 30 20 20 ─ 27.5

山梨県市町村総合事務組合
(一般会計)

5,302 5,282 20 20 ─ 10.0

山梨県市町村総合事務組合
(行政手続きの電子化事業特別会計）

252 216 36 36 ─ 7.1

山梨県市町村総合事務組合
(交通災害共済事業特別会計）

134 134 ─ ─ ─ ─

東八代広域行政事務組合
(一般会計）

1,227 1,203 24 24 932 83.0

東八代広域行政事務組合
（ふるさと市町村圏特別会計）

146 142 4 4 ─ ─

釈迦堂遺跡博物館組合 28 19 9 9 ─ 50.0

山梨県市町村自治センター 148 140 8 8 ─ 7.5

峡東地域広域水道企業団 ─ ─ ─ ─ 2,949 ─

      財政状況等一覧表（１７年度）

備  考

法適用企業

基金から
２５１百万円繰入

備  考

基金から
１７百万円繰入

（単位：千円）

繰出金393,443千円

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

基金から
１７百万円繰入

備  考

（単位：千円）

基金から
８百万円繰入

国民健康保険会計

老人保健会計

介護保険会計



（別添）

４　第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況             （百万円）

経常損益
（千円）

資本又は正
味財産
（千円）

当該団体か
らの出資金
（千円）

当該団体か
らの補助金
（千円）

当該団体から
の貸付金
（千円）

当該団体から
の債務保証に
係る債務残高

備  考

いさわ・文化・スポーツ振興財団 771 118,263 109,870 25,169 ─ ─

　（注）　損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。

５　財政指数

　（注）　実質公債費比率は、平成１８年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成１５年度から平成１７年度の３カ年平均である。

財政力指数

実質公債費比率

実質収支比率

経常収支比率

0.587

14.2 82.6

当該団体からの
損失補償に係る
債務残高

─

6.8



（別添）

  団体名   芦 川 村

１ 一般会計及び特別会計の財政状況（主として普通会計に係るもの）      （百万円）

歳入 歳出 形式収支 実質収支 地方債現在高
他会計からの

繰入金

一  般  会  計 941 892 49 11 842 ─

普  通  会  計 941 892 49 11 842 ─

２　１以外の特別会計の財政状況（公営事業会計に係るもの）     （百万円）

総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

不良債務
（実質収支）

地方債現在高
他会計からの

繰入金
（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

簡易水道事業会計 17 17 ─ ─ 46 14

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

農業集落排水事業会計 91 91 ─ ─ 716 81

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

国民健康保険事業会計 84 70 14 14 ─ 7

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

老人保健事業会計 125 123 2 2 ─ 3

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

介護保険事業会計 64 61 3 3 ─ 13

　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。

　　　　　２．不良債務が～百万円となるときは、「△～」と表記している。

３　関係する一部事務組合等の財政状況  （百万円　，　％）

歳入
（総収益）

歳出
（総費用）

形式収支
（純損益）

実質収支
（不良債務）

地方債現在高
当該団体の
負担割合

山梨県市町村議会議員公務災害
補償等組合

1,456 533 923 923 ─ 1.7

青木が原ごみ処理組合 50 30 20 20 ─ 3.1

山梨県市町村総合事務組合
(一般会計)

5,302 5,282 20 20 ─ 0.4

山梨県市町村総合事務組合
(行政手続きの電子化事業特別会計）

252 216 36 36 ─ 0.6

山梨県市町村総合事務組合
(交通災害共済事業特別会計）

134 134 ─ ─ ─ ─

東八代広域行政事務組合
(一般会計)

1,227 1,203 24 24 932 2.3

東八代広域行政事務組合
（ふるさと市町村圏特別会計）

146 142 4 4 ─ ─

山梨県市町村自治センター 148 140 8 8 ─ 0.8

４　第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況             （百万円）

経常損益
（千円）

資本又は
正味財産
（千円）

当該団体か
らの出資金

（千円）

当該団体か
らの補助金

（千円）

当該団体から
の貸付金
（千円）

当該団体から
の債務保証に
係る債務残高

備  考

　（注）　損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。

５　財政指数

　（注）　実質公債費比率は、平成１８年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成１５年度から平成１７年度の３カ年平均である。

基金から
１９８百万円繰入

      財政状況等一覧表（１７年度）

備  考

基金から
７百万円繰入

備  考

基金から
１９８百万円繰入

財政力指数

備  考

（単位：千円）

実質公債費比率

実質収支比率

経常収支比率

0.078

14.2 106.7

当該団体からの
損失補償に係る

債務残高

2.3



用 語 の 説 明

一般会計
　地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して、計上した会計で、
特別会計で計上される以外のすべての経理を処理する会計。

特別会計
　公営企業などの特定の事業を行う場合に、特定の歳入（収入）をもって特
定の歳出（支出）に充て、一般会計と区別して個別に処理する必要がある場
合において設置することができる会計。

普通会計
　一般会計と特別会計の一部を合算した決算統計上の会計区分。
　その合算に際しては、各会計間の繰り入れ、繰り出しに係る重複を控除す
る等の調整を行う。

地方公営事業会計
　地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事業、老人保健医療事
業、介護保険事業、収益事業、農業共済事業、交通災害共済事業及び公立
大学附属病院事業に係る会計の総称。

形式収支 　歳入総額から歳出総額を差し引いた額。

実質収支

　形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額。（翌年度に繰り
越すべき財源＝継続費逓次繰越額＋繰越明許費繰越額＋事故繰越繰越額
＋事業繰越額＋支払繰越額－未収入特定財源）。
　当該年度までの収支の累積を表し、実質収支が黒字であるか赤字である
かは当該団体の財政運営の健全性を判断する基準となる。

純損益

　地方公営企業法を適用する企業における、総収益から総費用を差し引い
た額。
　純損益の数値がプラスであれば「純利益」、マイナスであれば「純損失」と
呼ぶ。

不良債務
　流動負債の額が流動資産の額（翌年度へ繰り越される支出の財源充当額
を除く。）を超える額である。

法適用企業

　地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業が法適用企業であ
り、それ以外の事業が法非適用企業である。
　法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定めら
れている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気（水力発電
等）、ガスの７事業と法律により財務規定等を適用するように定められている
病院事業（以上、当然適用事業）、また、条例で全部又は一部を任意で適用
する事業で、簡易水道、下水道等（以上、任意適用事業）がある。
　法非適用企業は、任意適用事業のうち、法律を適用していない事業であ
る。

一部事務組合
　都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために
設ける団体。

広域連合
　都道府県、市町村及び特別区が、広域にわたり処理することが適切である
と認められるものに関し、広域にわたる総合的な計画を策定し、処理するた
めに設ける団体。



第三セクター

　地方公共団体が出資又は出えんを行っている民法法人及び商法法人をい
う。
　なお、「財政状況等一覧表」の第三セクター等には、地方住宅供給公社、地
方道路公社、土地開発公社（いわゆる「地方三公社」）、地方独立行政法人
も対象となっている。

経常損益
「営業利益＋営業外利益（受取利息・受取配当金・他会計補助金等）」のこ
と。（前期繰越損益を除く。）

財政力指数

　地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額
で除して得た数値の過去３年間の平均値。
　財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことにな
り、財源に余裕があるといえる。

基準財政需要額
　普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥
当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定
するもの。

基準財政収入額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に
測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の
方法によって算定するもの。

実質収支比率
　実質収支の標準財政規模に対する割合。実質収支比率が正数の場合は
実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示す。

標準財政規模
　地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源
の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。

標準税収入額
　地方税法に定める法的普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定め
る方法により算定した収入見込額。
　具体的には、法定普通税の基準税額の合計をいう。

経常収支比率

　人件費、扶助費、公債費等の容易に縮減することの困難な経常的な経費
に対して経常的な一般財源収入（減税補てん債、臨時財政対策債を含む）が
どの程度消費されているかを表す。
　この比率が低いほど経常一般財源の残余が大きく、臨時の財政需要に対
して余裕を持つことになり、財政構造が弾力的であることを示している。
　経常収支比率＝経常経費充当一般財源／経常一般財源総額



（A＋B）－ （C＋D）

E－ D

　　　　　　Ａ：地方債の元利償還金（繰上償還等を除く。）

　　　　　　Ｂ：地方債の元利償還金に準ずるもの（「準元利償還金」）

　　　　　　Ｃ：元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源

　　　　　　Ｄ：普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された地方債の元利

　　　　　　　　償還金（「算入公債費の額」）

　　　　　　Ｅ：標準財政規模（「標準的な規模の収入の額」）

　　　　※実質公債費比率の算定において除かれる元利償還金（上記Ａ関連）

　　　　　　①繰上償還を行ったもの

　　　　　　②借換債を財源として償還を行ったもの

　　　　　　③満期一括償還方式の地方債の元金償還金

　　　　　　④利子支払金のうち減債基金の運用利子等を財源とするもの

　　　　※「準元利償還金」（上記Ｂ関連）

　　　　　　①満期一括償還方式の地方債の１年当たり元金償還金相当額

　　　　　　②公営企業債の元利償還金に対する一般会計からの繰出金

　　　　　　③一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金・補助金

　　　　　　④債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（ＰＦＩ事業に係る委託料、

　　　　　　　 国営事業負担金、利子補給など）

  ＜地方債協議制度＞

　　実質公債費比率は、平成１８年度から地方債の許可制度から協議制度への移行に伴い導入された新しい

  財政指標で、当該団体の標準的な一般財源の規模に占める公債費相当額の割合を厳格化・透明化の観点

　から見直しを行い、導入されたもの。

　　昨年度までは地方債を発行するには、都道府県及び政令指定都市は総務大臣、市町村は知事の許可が

　全て必要であったが、協議制度への移行により、同意を得ることにより発行できるとされた。

　　ただし、当該指標が１８％以上の団体は、引き続き許可が必要とされている。

　○協議制度の枠組み

　・１８％未満　：　一般的な基準により同意

　・１８％以上２５％未満　：　公債費負担適正化計画の策定を前提に許可

　・２５％以上　：　一般単独事業（一般事業、地域活性化事業、地域再生事業）、公共用地先行取得等事業に係る

　　　　　　　　　　　起債を制限

　・３５％以上　：　上記のほか一般公共事業、公営住宅建設事業、教育・福祉施設等整備事業等に係る起債を制限

実 質 公 債 費 比 率

○実質公債費比率＝
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