
 
 

 
 

新地方公会計制度の概要と導入に向けた 
富士通の取組み 

Outline of New System of Public Accounting and Our Approach to Its 
Introduction 

あらまし  

高度成長時代・バブル時代を経て経済構造そのものが大きく変化した現在では，経営に

行き詰る地方公共団体が見られるようになった。一方，道州制や定住自立圏構想など，地方

分権に向けた流れは大きな潮流となって進んでいる。こうした流れを受けて地方公共団体で

は，将来にわたる財政状況の見通しの公表や各地域の実情に即した行財政運営が求められる

ようになった。この状況下，企業会計的な手法を用い行財政運営の健全性，効率性，弾力性

などを明示にしていくことを目的に「新地方公会計制度」が定められた。 
本稿では，新地方公会計制度の目的や導入上の課題を明確にし，解決のための富士通の

パッケージソフト「IPKNOWLEDGE（アイピーナレッジ）財務情報システム」の新地方

公会計制度対応製品を紹介する。また，新制度の導入に際し必要となる固定資産の評価や導

入後の活用に向けた財務書類の分析を行うコンサルティングサービスなど，富士通の取組み

について紹介する。 

Abstract 

As the economic structure itself has now significantly changed in Japan through the high 
growth and economic bubble periods, many local bodies have difficulty in their management.  
Meanwhile, trends toward local autonomy including a wider-area local government system 
and autonomous settlement region concept are under way.  In view of these trends, local 
bodies are required to publish forecasts of financial conditions and conduct financial and 
administrative operations in line with the actual regional situations.  Under these 
circumstances, the new local public accounting system was established for soundness, 
efficiency and resiliency of operations through business accounting techniques.  This paper 
clarifies the purpose of the new system and challenges in its introduction and presents a 
version of Fujitsu’s package software IPKNOWLEDGE that supports the new system.  It 
also describes Fujitsu’s activities including the consulting services for fixed asset evaluation, 
a requirement for introducing the new system, and analysis of financial documents for 
subsequent effective use. 
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ま え が き 

 夕張市の財政破綻
たん

問題を発端に，注目を集めて

いる新地方公会計制度であるが，その導入に当たっ

ては大きな課題がある。 
 道路や港湾などのインフラ資産を含む固定資産台

帳の整備，減価償却の導入，執行伝票を複式簿記に

変換する仕訳変換のルール作り，そして財務会計シ

ステムの改修など，多大な作業とコスト負担が生じ

ている。また，作成した財務書類や附属明細書をど

のような基準で評価するか，あるいはどのように行

財政運営に反映するかは，各団体にゆだねられて

いる。 
 本稿では，新地方公会計制度の制定に至る経緯，

制度の概要説明，さらに導入時の課題を明確にして

いく。そして，自治体向け財務会計システムパッ

ケージである「 IPKNOWLEDGE（アイピーナ

レッジ）財務情報システム」を中核とする富士通の

ソリューションを紹介するものである。 

新地方公会計制度制定への経緯 

 地方公共団体では，高度成長時代やバブル時代な

どの経済成長を背景に大量の固定資産を保有した一

方で長期債務残高も大幅に増加した。 
 この実情を受け，より適切な財政運営および資産

や負債などのストックを含む財務全体の状況の開示

のため，「地方公共団体の総合的な財政分析に関す

る調査研究会（2000年3月）」より地方公共団体の

バランスシート，行政コスト計算書の作成基準が示

され，全国の地方公共団体で作成されるように

なった。 
 しかし，上記の制度は普通会計のみを対象として

いたことから，外郭団体や第三セクタとの連結決算

上の問題点を表現できず不備を指摘されていた。 
 実際に夕張市の財政破綻問題では，炭鉱閉山後の

観光事業などへの投資が回収不能に陥り，その際に

行われた不適切な会計処理が問題となったが，これ

を早期に把握する仕組みがないことも大きな問題で

あった。この問題を解決するために，「地方公共団

体の財政健全化に関する法律（2007年6月）」が定

められ，その後，「新地方公会計制度研究会（2006年
4月～）」および「新地方公会計制度実務研究会

（2006年7月～）」により，財政健全性の指標作りや

企業会計的手法を活用した財務書類の基準・整備方

法の検討がなされ現在に至っている。 

新地方公会計制度の概要 

● 企業会計的手法を公会計に導入 
 公会計と企業会計の違いは記帳方式の違いにある。

企業会計では，ストックとフローの観点から取引発

生のタイミングで複式記帳する「発生主義・複式簿

記」である。これに対して公会計は，現金の入金・

出金のタイミングでその金額のみを記帳する「現金

主義・単式簿記」である。このため，公会計では企

業会計のように資産・負債などのストック情報や減

価償却費などの非資金情報が管理されていない状況

となっている。 
 こうした公会計の課題を解決するため，新地方公

会計制度では企業会計の「発生主義・複式簿記」の

手法を公会計に導入して，地方公共団体が保有する

資産・負債などのストックや現金以外のコストの状

況などを網羅的に管理できる会計手法を定めたもの

である。 
● 新地方公会計制度導入の目的 
 「新地方公会計制度研究会報告書（2006年5月）」(1)

および「新地方公会計制度実務研究会報告書

（2007年10月）」(2)では，新地方公会計制度の具体的

な目的として 
（1） 資産・債務管理 
（2） 費用管理 
（3） 財務情報の分かりやすい開示 
（4） 政策評価・予算編成・決算分析との関係付け 
（5） 地方議会における予算・決算審議での利用 
を掲げている。また，財務書類整備の目的は以下の

3点としている。 
（1） 資産および負債の累計額などのストック情報

の体系的な把握。 
（2） 減価償却費などの非現金コストを含めた正確

な行政コストの把握（行政コスト計算書）。 
（3） 公営企業や第三セクタを含めた地方公共団体

全体の財政状況の把握。 
● 財務書類の整備 
 新地方公会計制度で定められた財務書類は，図-1
に示すように貸借対照表，行政コスト計算書，資金

収支計算書，純資産変動計算書の4表（以下，財務

書類4表）から構成される。以下にその目的を説明
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図-1 財務書類4表の目的 
Fig.1-Purpose of four basic financial statements. 

 

する。 
（1） 貸借対照表（BS） 
 会計年度末（基準日）時点における，資産保有状

況と財源調達状況を対照表示した書類であり，資

産・負債・純資産のストック項目の残高が明らかに

なる。 
（2） 行政コスト計算書（PL） 
 会計年度における，資産形成を伴わない経常的な

行政活動に伴う純経常費用（純経常行政コスト）を

表す書類であり，税収などの一般財源で賄うべき行

政コストが明らかになる。 
（3） 資金収支計算書（CF） 
 当年度の資金の増減を示し，経常的な行政活動に

よるもの，資産の取得や売却などの投資的な活動に

よるもの，地方債などの増減などの財務活動による

ものそれぞれの現金の収入と支出の状況を表す書類

であり，地方公共団体の資金が期首残高から期末残

高へと増減した原因が明らかになる。 
（4） 純資産変動計算書（NWM） 
 会計年度において，貸借対照表の純資産の部に計

上されている各項目がどのように変動したかを表す

書類であり，純資産の当年度の増減が，財源の調達

元と財源の使い道の両面で明らかになる。 
● 二つのモデル 
 情報の精度や導入にかかる作業量（コスト）や過

去に提示されたモデルとの継承性などが考慮され，

前述した4表の内容，作成に至るプロセスに違いが

ある二つのモデルが提示されている。 
（1） 総務省方式改訂モデル 
 総務省方式改訂モデル（以下，改訂モデル）は，

2001年より作成が義務付けられている「総務省方

式財務書類」の改訂版であり，地方財政状況調査表

（決算統計表）の情報を基に財務書類を作成するモ

デルである。その特徴は，決算統計表の組替えで作

成できることから導入が比較的容易な点である。一

方，決算統計表を使用しているため，固定資産など

の計上額に精緻
ち

さを欠く。また，期末一括でしか財

務書類の作成ができないため，適時性に欠けること

が指摘されている。 
（2） 基準モデル 
 固定資産台帳などに基づいて開始貸借対照表を作

成し，ストックおよびフローの情報を公正価値で把

握し，個々の取引情報を発生主義により発生の都度

または期末に一括して仕訳を行い財務書類を作成す

るモデルである。資産価値を個々に評価している点

や執行伝票を基に財務書類を作成している点で，改

訂モデルと比較すると検証性も高く精緻な財務書類

が作成できる。しかし，導入に際しては，固定資産

台帳の整備が必須となるほか，個々の取引発生の都

度，複式記帳が必要となるため，財務会計システム

の改修を伴う場合がある。 
 総務省では，基準モデルの採用を推奨しながらも
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導入に必要となる期間，作業量，財政的負荷を鑑み，

まずは改訂モデルで財務書類の作成を開始し，固定

資産台帳や未収金・貸付金の評価情報を段階的に整

備した上で基準モデルに移行する方法も提示してい

る。実際に段階的整備を選択する団体は多く，

2008年の調査では7割を超える団体が改訂モデルを

選択している。 

新地方公会計制度導入の課題 

 新地方公会計制度は，現行の公会計制度を「発生

主義・複式簿記」に完全に改めるものではない。現

行の公会計制度の上に必要な情報を加え，決算書類

として「発生主義・複式簿記」による財務書類4表
を作成することで行財政運営に活用していくもので

ある。企業会計的手法の採用と言われるゆえんであ

る。このため，前章で述べた制度の特徴も含め，新

地方公会計制度導入の課題を以下のとおり整理する。 
（1） 資産台帳の整備 
 従来の公有財産台帳や備品台帳では，それぞれの

資産が実数（土地は面積，建物は棟数など）で管理

されており，年度ごとに取得，異動，除売却・所管

替えなどの現在高管理を目的としている。新地方公

会計制度では，すべての資産に対して取得価格もし

くは市場価格を基に再調達価格を算定し，減価償却

計算を行うことで現在価値の明確化を求めている。

また，公有財産台帳では管理されていない道路・

橋・河川・港湾などのインフラ資産も評価の対象と

なる。このように地方公共団体が保有するすべての

資産を洗い出し，現在価値の算定を行うことが大き

な作業負担となっている。 
（2） 段階的な導入 
 新地方公会計制度の固定資産台帳の整備は，保有

資産の洗い出しや公正価値評価の実施など実作業に

相当な期間が必要となる。このため，制度導入当初

は改訂モデルを採用して財務書類4表の作成・公表

を行い，その後，固定資産台帳を段階的に整備した

上で基準モデルに移行していくことができるよう作

業プロセスを整理する必要がある。 
（3） 柔軟な制度拡充への対応 
 新地方公会計制度の理論および実務は，今後も多

くの改良を加えていくことが想定されている。今後

は，各地方公共団体の実情に即した，政策別，セグ

メント別，あるいは事業別などの単位で集約した財

務書類の必要性が求められていく。こうした点から，

新地方公会計制度を支援するソフトウェアには，制

度拡充に柔軟に対応できる構造が要求され，修正版

を適時提供できる保守サービスが求められている。 
（4） 作成した財務書類の活用 
 財務書類4表や附属明細書の具体的な活用方法に

ついては，「地方公共団体における財務書類の活用

と公表について（2010年3月）」(3)で具体的に述べら

れている。財務書類の経年比較，類似団体間比較を

軸に健全性や効率性を明示し，それを行財政運営の

目標設定や施策の見直しなどに役立てていくもので

ある。財政健全化法の財政指標など定型的な指標値

とは別に，地方公共団体の実情に即したテーマでの

比較評価や独自の指標値作成を行うなど活用方法を

検討する必要がある。 

財務情報システムによる新地方公会計制度対応 

 IPKNOWLEDGE財務情報システム（以下，財

務情報システム）は，自治体における財務会計業務

全般を体系的・網羅的にシステム機能として提供す

るパッケージであり，2010年3月現在で約170団体

の導入実績を持つ。本パッケージの生い立ちや事務

効率化を目的とした取組み・機能の紹介は，本誌掲

載の「自治体内部事務の効率化に向けた取組み」(4)

を参照いただきたい。 
 財務情報システムは，財務会計事務を包括的に電

子化するだけでなく電子決裁・電子審査への対応，

公文書法対応，電子調達（CALS）との連携，地域

情報プラットフォームへの準拠など時代のニーズへ

速やかに対応し，県から村までのすべてのレンジに

応えるスケーラビリティを実現しており，採用団体

より高い評価を頂いている。 
 財務情報システムは，予算編成や決算統計などの

財政業務を支援する計画系機能，歳出や歳入を代表

とする事業執行から出納業務までを支援する予算執

行系機能，公有財産や備品・重要物品などを扱う資

産系機能と大きく三つの機能体系に大別される。 
 今回の新地方公会計制度対応では，固定資産台帳

機能や執行伝票の自動仕訳機能，財務書類の作表機

能などを複数の製品で実現している。また，新地方

公会計制度の導入を支援するサービス商品も提供し

ている。 
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新地方公会計制度対応ソリューション 

 財務情報システムでは，改訂モデル，基準モデル

それぞれに対応できるパッケージを用意して，各団

体の導入計画や採用モデルに合わせた選択を可能と

している。本章では，新地方公会計制度の基準モデ

ル対応パッケージの機能を紹介する。 
● 固定資産台帳への対応 
 固定資産台帳の整備については，従来の公会計決

算との整合性を確保する観点から，公有財産台帳，

備品台帳の情報を活用することとした。また，公有

財産台帳，備品台帳で管理されていない公共用財産

（道路・橋・河川・港湾などの生活インフラや，ソ

フトウェア資産，リース資産，建設仮勘定など）に

ついても固定資産台帳での管理が必要となるため，

「その他資産管理機能」を用意し，資産管理を行う

こととした。固定資産台帳の管理イメージを図-2に
示す。 
 財務情報システムでは，公有財産台帳を管理する

「財産管理システム」，備品台帳を管理する「備品管

理システム」を従来から提供している。これに「公

会計連携オプション」で「その他資産管理機能」を

追加することですべての固定資産の異動を管理する。

これら三つのシステムを導入することにより，固定

資産情報の電子化とシステムによる一元管理が可能

となる。 

 すべての固定資産を管理する「固定資産台帳」は，

「財務諸表作成システム（基準モデル版）」の機能と

して開発し，各部門での台帳照会を可能とした。 
（2） 仕訳変換表による複式仕訳の効率化 
 地方公共団体の会計基準は，民間企業の発生主

義・複式簿記と違い，「現金主義・単式簿記」であ

る。地方公共団体で貸借対照表などの財務書類を作

成するためには，現行の単式簿記の予算科目から複

式簿記の勘定科目への変換を行う「仕訳変換表」が

必要となる。 
 しかし，単式簿記の予算科目と複式簿記の勘定科

目の対応関係が1対1とならないパターンも存在す

る。例えば工事請負費では，建物などの建設工事費

として資産計上すべき取引と，少額工事費として経

費計上すべき取引が混在している。このように従来

の単式簿記の予算科目体系では，複式簿記の勘定科

目体系と1対1で対応付けを行うことができない。

こうした仕訳変換の対策として，財務情報システム

では予算科目体系で複式仕訳に対応できるように

「細々節」を活用して詳細化することとした。細々

節を利用した仕訳変換表の例を表-1に示す。 
● 制度改正への柔軟な対応 
 複式仕訳処理によって作成された仕訳伝票データ

を基に勘定科目単位で集計を行い，財務書類4表を

作成することができる。財務情報システムでは，将

来的な勘定科目体系の変更や財務書類4表の様式変

 

財産管理システム 備品管理システム その他資産管理機能

各部門の個別台帳公有財産台帳 備品台帳

●備品受入払出申請
●備品処分申請
●所管替 ●決算処理

●土地取得 ●土地異動
●建物取得 ●建物異動
●所管替 ●決算処理

登録･異動･処分

●その他資産登録
●その他資産異動・処分
●所管替

・土地 ・建物
・工作物 ・有価証券
・出資金など

・物品
（机，椅子，車など）

・インフラ（道路，橋など）
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・建設仮勘定など

財務諸表作成システム（基準モデル版）

登録･異動･処分 登録･異動･処分

固定資産台帳

●固定資産台帳照会●資産データ取込

異動反映 異動反映 異動反映

照会
異動
反映

 
図-2 固定資産台帳の管理 

Fig.2-Management of fixed asset ledgers. 
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表-1 細々節による仕訳変換の効率化 

01報酬 01報酬

歳出予算科目（節・細節）の例

02議員報酬

01委員報酬

細々節の例

01職員給料02給料 01職員給料

14使用料及び
賃借料

02建物借上

01土地借上

09電算機使用料
09その他

01リース料

01建物借上

01土地借上

15工事請負費

02工事費

01整備工事

01工事費

09その他

01公共資産

複式簿記における勘定科目

PL議員歳費

PLその他人件費

借方

CF人件費支出

貸方

CF人件費支出

PL職員給料 CF人件費支出

PLその他経費

BSリース資産

CF経費支出

BSリース債務

PLその他経費 CF経費支出

PLその他経費 CF経費支出

PLその他経費

BS建物

CF経費支出

CF資産形成支出

BS建物 CF資産形成支出

 

表-2 経年比較表 
貸借対照表 複式会計 001 普通会計

金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比
1100000001

資産合計 120,000,000 100.00 % 117.65 % 102,000,000 100.00 %

1100000002

１．金融資産 25,000,000 20.83 % 120.48 % 20,750,000 20.34 %

1100000003

資金 20,000,000 80.00 % 117.65 % 17,000,000 81.93 %

1100000004

金融資産（資金以外） 5,000,000 20.00 % 133.33 % 3,750,000 18.07 %

1100000005

債権 4,000,000 80.00 % 133.33 % 3,000,000 80.00 %

1100000006

税等未収金 2,500,000 62.50 % 133.33 % 1,875,000 62.50 %

1100000007

未収金 1,500,000 37.50 % 133.33 % 1,125,000 37.50 %

1100000008

貸付金 800,000 20.00 % 133.33 % 600,000 20.00 %

1100000009

その他の債権 700,000 17.50 % 133.33 % 525,000 17.50 %

1100000010

(控除)貸倒引当金 △1,500,000 △37.50 % 133.33 % △1,125,000 △37.50 %

1100000011

有価証券 1,000,000 20.00 % 133.33 % 750,000 20.00 %

勘定科目
平成21年度 平成20年度

更にも対応できるように，勘定科目体系，財務書類

4表の様式，計算式を独立して管理できるようにし

た。この方式の採用により，財務書類4表や勘定科

目を意識したプログラム作成が不要となるほか，今

後の勘定科目体系や財務書類4表の様式変更が発生

した場合でも，マスタの設定変更のみで対応可能で

あり，システムへの影響を 小限に抑えることがで

きる。 
● 分析用財務書類への対応 
 新地方公会計制度では，普通会計や公営事業会計

などのように「会計」という枠で財務書類4表作成

を求めている。財務情報システムでは，より詳細な

財務分析を可能とするため，以下の財務書類作成に

対応している。 
（1） 基準モデルパッケージで作成可能な財務書類

の例 
・複式会計別（新地方公会計制度が求める作成

単位） 
・複式会計別所属別 
・複式会計別管理事業別 
・単式簿記会計別 
・単式簿記会計別所属別 
 主に所属（組織）単位での財務書類の作成に対応

しており，所属単位での資産・負債の残高やコスト

の状況を確認することが可能である。 
 また，「管理事業」を活用した分析用財務書類の

作成も可能である。「管理事業」には任意の区分を

設定することが可能であり，今後以下の活用が期待

できる。 
（2） 「管理事業」の活用例 
・政策体系や事務事業単位での資産・負債残高の

集計 
・施設単位での行政コストの集計 

・予算事業単位での財務書類の作成 
・合併前の構成団体単位での財務書類の作成 など 
● 経年比較表の作成 
 財務情報システムでは，作成した財務書類4表の

分析ツールとして「経年比較表」を提供する。 
 経年比較表では，勘定科目ごとの値の構成比と対

前年比を表示しており，勘定科目の値の推移を確認

することができる。例えば貸借対照表に計上された

資産残高について，過年度の数値と比較することに

より資産形成の傾向（増加・減少）を把握すること

が可能となる。また，資産の構成比率を他都市と比

較することで，保有資産のバランス比較が可能とな

る。経年比較表のイメージを表-2に示す。 

新地方公会計制度コンサルティングサービス 

 新地方公会計制度の導入は，システムによる対応

だけでなく，資産洗い出し・評価や開始貸借対照表

作成などの準備作業が必要となる。これらの作業に

ついては，新地方公会計制度の適用経験豊富なコン

サルティング部門と連携して，以下の各種サービス

を提供する。 
● 新地方公会計制度導入支援サービス 
 新地方公会計制度導入に当たり，地方公共団体担

当者の作業を支援する「新地方公会計制度導入支援

サービス」を提供している。このサービスは，新地

方公会計制度に精通したコンサルタントが担当する

もので，その概要を以下に示す。 
（1） 資産評価支援サービス 
 固定資産台帳整備における保有資産の洗い出し，

評価対象資産の選定，評価方法の検討を支援する。

資産調査用チェックシートなどの素材を提供する。 
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（2） 開始貸借対照表作成支援サービス 
 整備された固定資産台帳からの開始時簿価算定，

金融資産および負債残高の調査・分析を支援し，開

始貸借対照表を作成する。 
（3） 仕訳変換表作成支援サービス 
 歳入歳出の執行伝票から複式仕訳を行うための仕

訳変換表の原案を作成する。地方公共団体の予算科

目一覧を基に複式仕訳のための分析を行い，必要に

応じて科目体系の改善提案を行う。 
（4） 研修サービス 
 地方公共団体担当者向けに新地方公会計制度の研

修会を行う。制度の目的，仕訳モデルの概要，作業

項目・作業手順などについて解説する。 
● 財務書類分析・評価サービス 
 新地方公会計制度で作成した財務書類4表は，議

会および市民に向けて公表を行う。その際，単に財

務書類4表を公表するだけでなく，財務書類を分析

した結果を市民にも分かりやすい形で公表すること

が重要である。 
 本サービスでは，財務書類の分析結果をレポート

にまとめる「財務書類分析・評価サービス」を提供

している。本サービスで提供される財務書類分析報

告書の例を図-3に示す。 

新地方公会計制度の今後の活用 

 新地方公会計制度の活用としては，資産形成度，

世代間公平性，健全性（持続可能性），効率性，弾

力性，自律性などを数値として指標とともに表して

いく。活用の観点としては，行財政運営上の目標の

設定や見直しへの活用，予算編成への活用，適正な

資産管理への活用，職員への意識改革への活用など

が挙げられ，今後，様々な活用が図られていくもの

と考える。 
 以下にファシリティマネジメントの例を挙げる。 
 地方公共団体では，高度成長期に大量建設された

公共施設や橋梁，上下水道などの老朽化が進んでい

る。建築基準法の改正前に建設された建物の耐震化，

バリアフリー化などを順次進めている状況ではある

が，これら公共施設の維持や更新を行うには，今後

大幅な公共投資が必要となることが想定される。ま

た，少子高齢化や市町村合併，インターネットの普

及などにより，公共施設に対する需要と供給のバラ

ンスも近年大きく変化してきており，公共施設の統

廃合や見直しが今後求められてくるものと想定され

る。公共施設の建設工事の着工高に関する調査結果

を図-4に示す。 
 こうした公共施設の維持・更新を検討する情報源

 

平成20年度決算 普通会計

●●市の財務諸表
（総務省方式改訂モデル）

本市

本市

本市

本市

住民 住民
市

住民

住民

市

市
本市

市 市
市民

市
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図-3 財務書類分析報告書（概要版）の例 

Fig.3-Example of financial statement analysis report (summary). 
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図-4 建設工事着工高調査結果 

Fig.4-Survey result of value of construction work started. 
 

となるのが新地方公会計制度によって整備された固

定資産台帳であると考える。固定資産台帳に整備さ

れた資産情報に，今後の維持・補修などにかかる計

画コストや実績コストのほか，資産の活用状況など

の情報も含めて管理し，資産活用の方向性を判断す

るための情報整備を進める必要があると考える。財

務情報システムでも新地方公会計制度の活用策とし

て，今後取り組むべき課題ととらえている。 

む  す  び 

 本稿では，新地方公会計制度の概要と制度の導入

に対する富士通の取組みについて述べてきた。 
 富士通のソリューションは，新制度導入の入口に

立つためのツールに過ぎない。今後，制度変更への

対応や活用の視点からの機能拡充，コンサルティン

グの充実に取組み，本来の目的である住民への説明

責任を果たし，より効果的，効率的，経済的な行政

サービスを提供するための評価・分析ツールとなる

ことを目指していく。そして，今後も，本制度のみ

ならず，地方公共団体と一緒に行財政改革の支援に

取り組んでいき，富士通のソリューションが地域行

政経営のパートナとして迎えられるよう努力して

いく。 
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