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地方自治体における年次財務報告の研究
─アメリカおよび日本のアニュアルリポートの事例考察─

酒 井 大 策
Ⅰ

はじめに

地方自治体における公会計制度は、今まさに大きな変革の時期を迎えている。総務省
は平成 18 年に「新地方公会計制度研究会報告書」を発表、さらに平成 19 年に「新地方公
会計制度実務研究会報告書」を発表し、同年の「公会計の整備推進について（通知）」に
よって公会計制度改革への取組を地方自治体に要請した。公会計制度改革が進む中、作成
される財務諸表をいかに報告していくかが今後重要な課題になると考えられる。
日本に比べ公会計制度の整備が進むアメリカでは、すでに地方政府にアニュアルリポー
トの作成が義務付けられている。また日本においても、先進的な取組としていくつかの地
方自治体がアニュアルリポートを作成し公開している。アメリカ地方政府および日本の先
進的な自治体のアニュアルリポートを事例とし、今後の地方自治体におけるアニュアルリ
ポートの必要性とその内容について考察していく。

Ⅱ

アメリカ地方政府の財務報告

Ⅱ─ 1. GASB の定義する財務報告の利用者・目的・質的特性
政府会計基準審議会（Governmental Accounting Standards Board: GASB、以下 GASB）
は、1984 年に設立されたアメリカ地方政府の会計制度を定める団体である。アメリカ地方
政府におけるアニュアルリポートを考察するために、政府会計基準審議会概念書第 1 号 1
（以下、概念書第 1 号）を見ていく。
概念書第 1 号では、財務報告書の主たる利用者として、①政府が第一義的な説明責任を
負っているグループ（市民）
、②市民を直接的に代表するグループ（立法機関および監査
機関）
、③融資を行い、また融資のプロセスに関与するグループ（投資者及び与信者）、の
1		 概念書の内容については藤井秀樹（2003）「公会計の概念フレームワーク」に基づいて記述している。

48

経営戦略研究

vol. 3

3 グループを想定している。
また、財務報告の目的として以下の 3 点をあげている。
①

財務報告は、公的説明責任の履行という義務を政府が全うするのを支援し、またそ
の説明責任の履行状況を利用者が査定するのを可能にするものでなくてはならない

②

財務報告は、政府機関における当該年度の活動成果を利用者が評価するのを支援す
るもでなくてはならない

③

財務報告は、政府機関における提供可能なサービスの水準及び支払期限の到来した
債務の支払い能力を、利用者が査定するのを支援するものでなくてはならない

3 点の目的の中で、GASB は、公的説明責任が特に重視すべきものであるとパラグラフ
76 において記載している。この公的説明責任は、納税者の「知る権利」に基づくもので
あり、「知る権利」とは「市民とその選ばれた代表による開かれた論争につながるような
包み隠さず言明された事実を受け取る権利」と定義されている。
財務報告の伝達を有効にするために、財務報告の情報には備えるべき 6 つの基本的特
徴（①理解可能性

②信頼性

③目的適合性

④適時性

⑤首尾一貫性

⑥比較可能性）

があることを概念書 1 号で指摘している。これらの中でも公会計における財務報告におい
て、①理解可能性が重要な観点になると考えられる。公的説明責任の履行という重要な目
的を果たすためには、様々な利用者を想定した財務報告の作成は必要不可欠である。この
点については、
「公会計の整備推進について（通知）別紙財務諸表のわかりやすい公表に
当たって留意すべき事項」2 においても「民間企業の財務に関する開示情報は、会計に関
する一定の知見を有する投資家や債権者等の理解可能性を前提とすることができるのに対
して、地方公共団体の公会計による開示情報の受け手は、会計に関し一定の知見を有する
とは限らない住民等をはじめとした幅広い利害関係者であるため、投資家等のような理解
可能性を前提とすることは不適当である場合が少なくない。」と指摘されている。
①理解可能性とともに重要な観点として、⑥比較可能性があげられる。公会計改革にお
ける財務諸表の統一という流れの中で、各自治体間の比較は重要な項目として指摘 3 され
ている。財務報告の利用者が各地方自治体の成果を評価するには、相対的な評価を行える
ような仕組みの構築が必要であり、統一された財務報告による⑥比較可能性を高める必要
性がある。

Ⅱ─ 2. 包括的年次財務報告書（comprehensive annual financial report: CAFR）
財務報告の中心となるものは包括的年次財務報告書（comprehensive annual financial
2		 総務省（2008）
3		 例えば、総務省（2008）同上において、「簡潔に要約された財務書類を作成し、財務書類により示さ
れる情報の意味を平易に説明した上で、さらに、例えば次のように財務情報を分析し、類似団体や近隣
団体との比較も行いながら、住民等に対して説明することも期待される。」と指摘されている。
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report: CAFR）である。CAFR は財務諸表だけでなく、財務諸表を補足する情報を含め
た年次の報告書（アニュアルリポート）である。CAFR を基礎的な情報提供手段として
位置づけている理由は、財務諸表のみでは提供できる情報に限界があり、公的説明責任を
主とした財務報告の目的を達成する上で補足情報が必要不可欠であるという観点からであ
る。
図 1 は、アメリカ地方政府の CAFR の構成を表にしたものである。本表からも分かる
ように、アメリカ地方政府の CAFR は、大きく「はじめに」「財務情報セクション」「統
計セクション」の 3 つのセクションによって構成されている。この中でとくに重要な部分
が「はじめに」および「財務情報セクション」である。
「はじめに」は、CAFR を利用する人に対して基本的な情報を提供する部分である。オ
レゴン州の CAFR4 では、
「はじめに」は全 182 ページ中わずかに 7 ページの部分である。
この中で、アカウンタビリティの観点から重視すべき部分は、「③政府の経済状況を評価
するのに有用な情報」である。オレゴン州の CAFR では、経済・雇用状況等と将来的な
経済や雇用状況の予測、財政状況及び将来的な財政予想、さらに今後力を入れていく部門
と政府の進む方向が記載されている。このように政府の財政状況及び将来的な方向性が簡
潔にかつ理解しやすく述べられている。
「はじめに」に続き構成されるのが、「財務情報セクション」である。
「財務情報セク
ション」は CAFR の中心となるセクションであり、このセクションに基本財務諸表が含
まれる。オレゴン州の CAFR においても、全 182 ページ中 146 ページが「財務情報セク
ション」に割かれている。
「財務情報セクション」の冒頭にあるものが「独立監査人の財務諸表監査に関する報告
（Independent Auditor’s Report）
」である。企業と同様に、アメリカ地方政府では年次報
告書に監査証明が備わっていることがわかる。
CAFR の大きな特徴が次に続く「MD&A（Manager’s Discussion and Analysis）」であ
る。「MD&A」は州の財務担当者が財務諸表を基として検討及び分析を行い、利用者に説
明するものである。オレゴン州の CAFR では、「MD&A」の冒頭部分でその目的として
以下の 4 点をあげている。
①

読者に重要な財政的論点を検討する支援を行う

②

読者に州の財政活動の見通しを提供する支援を行う

③

読者に当初予算からの重要な変化を特定する支援を行う

④

読者に個々の基金の論点を強調するのを支援する

4		 CAFR の内容については、アメリカ・カナダ政府財務担当者協会（GFOA）のマニュアルを解説
した小林麻理（2008）「公会計改革」pp. 265 ─ 291 および、実際の資料としてオレゴン州の 2007 年度
CAFR を参考とした。オレゴン州の CAFR については
http://www.oregon.gov/DAS/SCD/SARS/docs/2007_CAFR.pdf より入手した。
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小林麻理（2008）「公会計改革」p. 274 を基に作成

「MD&A」は基本財務諸表の前に記述されており、その内容は基本財務諸表の検討と分
析である。財務諸表を読むには一定の会計知識が必要であり、またその検討と分析にはさ
らに深い会計知識が必要となる。オレゴン州の 4 つの目的からも分かるように、そのよう
な知識を持たない利用者でも理解できるように援助することが「MD&A」の目的である
と考えられる。また、政府がどのような活動を行ってきたか、その成果はどのようなもの
であるかを主張するものであり、利用者が政府の活動について評価するのに非常に有益な
情報を提供するものである。
財務諸表は政府の活動を説明するのに必要不可欠なものではあるが、しかしながら、そ
れだけですべての利用者が必要な情報を入手し評価できるものではない。情報の理解可能
性をより高め、さらには利用者の目的適合性を高めるためには非財務情報も含めた補足情
報は不可欠である。
「MD&A」によって補足情報を提供することにより、これらを高め、
より高い次元でのアカンタビリティを達成しようとするものであると考えられる。
いままで見てきたように、CAFR は、基本財務諸表に加え補足情報を提供することに
よって、高い次元でのアカウンタビリティを達成しようとするものであることがわかる。
「はじめに」および「MD&A」を読めば、簡潔にまとまった情報を手に入れることが可能
であり、あらゆる利用者が理解できるように作成されている。「MD&A」以外の「財務情
報セクション」および「統計セクション」にはさらに詳細な情報が提供されており、利用
者は必要に応じて情報を入手することができる。CAFR の構成は、公会計改革が進む日
本においても基本財務諸表以外の情報の提供が必要性であることを示唆するものであり、
アカウンタビリティの高次元での確立という点において、今後の日本の地方自治体の外部
報告のあり方について参考になるものと考えられる。
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熊本県宇城市のアニュアルリポート

Ⅲ─ 1. 宇城市におけるアニュアルリポートの目的
公会計改革が進展する中、日本の自治体においてもすでにアニュアルリポートを作成
し、高い次元でのアカウンタビリティを達成しようとする動きが既に始まっている。その
中で、熊本県宇城市のアニュアルリポート 5 は、総務省改訂モデルで作成された財務諸表
を基に作成されたアニュアルリポートである。現在発表されているアニュアルリポート
は、
「包括年次財務報告書」という名称であり、平成 18 年度版が平成 19 年 11 月に総務部
財政課によって作成され、翌平成 20 年 9 月よりホームページ上で公開されている。
阿曽田市長はアニュアルリポートの冒頭部で『従来の「予算によるマネージメント」か
ら「成果志向によるマネージメント」へ方向転換し、経営意識を導入した行財政改革を推
進するとともに、市民への「行政運営」の説明責任を十分に果たし、市民と行政の協働に
よるまちづくり、ふるさとづくりを展開する必要があります』と述べている。アニュアル
リポートもこの考えの一環として作成されているものであり、特にこの中でも説明責任を
果たす役割を担っているものとして作成されているものと考えられる。

Ⅲ─ 2. 宇城市年次財務報告書の構成
図 2 は宇城市の年次財務報告書の目次を基に作成したものである。図 1 と見比べればわ
かるように、宇城市のアニュアルリポートはアメリカ地方政府の CAFR とほぼ同じ内容
の構成をしており、アメリカ地方政府の CAFR を参考として作成されていることが分か
る。構成は大きく 3 部に分けられており、「はじめに」「財務報告の部」「統計情報および
将来に関する情報」の順で構成されている。
「はじめに」の中で説明責任に資する重要な補足情報は、「宇城市の運営の基本」であ
る。「宇城市の運営の基本」は分量的には 2 ページであり、多くの分量をここに割いてい
るわけではない。しかしながら、宇城市の現在の状況並びに将来について、簡潔に重要な
部分がまとめてある。
「はじめに」は、アメリカ地方政府の CAFR の「③政府の経済状況
を評価するのに有用な情報」に当たる部分であり、その後に続く「財務報告の部」を読む
にあたって必要な基礎的情報を得ることができる。
「はじめに」に続く「財務報告の部」は、「包括年次財務報告書」の中心となる部分であ
り、全 81 ページ中 53 ページがこの部分に割かれている。財務報告の中心となる基本財務
諸表が含まれているが、その前に「宇城市の行政経営の分析と検討」がある。これは、ア

5		 宇城市のアニュアルリポートは宇城市のホームページから入手した。
http://www.city.uki.kumamoto.jp/cgi-bin/odb-get.exe?wit_template=AM040001
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Ⅰ . 宇城市の年次財務報告書の発行にあたって
Ⅱ . 宇城市の運営の基本
Ⅲ . 宇城市のプロフィール
Ⅳ . 宇城市の組織図
Ⅴ. 宇城市議会議員ならびに特別職一覧
Ⅵ . 宇城市の行政経営の分析と 宇城市普通会計貸借対照表の分析と検討
検討
宇城市連結貸借対照表の分析と検討
宇城市連結行政コスト計算書の分析と検討
主要な財務指標の比較と推移
まとめ
Ⅶ . 基本財務諸表
普通会計
連結会計
財務状況の分析
Ⅷ . 将来に関する情報
平成 19 年度予算
中期財政計画基本方針
主要事業
Ⅸ . 統計情報
宇城市の状況（①人口②産業）
行政機関の状況
（①職員数②普通会計決算額）
宇城市「包括年次財務報告書平成 18 年度版」目次を基に作成

メリカ地方政府の CAFR の「MD&A」に該当する部分であり、アニュアルリポート全体
の中でももっとも重要な部分である。
その構成は図表で示した通り「宇城市普通会計貸借対照表の分析と検討」・「宇城市連結
貸借対照表の分析と検討」
・
「宇城市連結行政コスト計算書の分析と検討」・「主要な財務指
標の比較と推移」
・
「まとめ」の 5 つからなり、合計 9 ページある。
「宇城市普通会計貸借
対照表の分析と検討」
・
「宇城市連結貸借対照表の分析と検討」・「宇城市連結行政コスト計
算書の分析と検討」ではそれぞれの財務諸表の簡易版を掲載し、それについての財政担当
課による説明と課題の設定がなされている。説明内容は、将来的な情報よりも各値の変動
の理由が中心であり、その理由は詳しくかつ平易に述べられている。この説明によって、
会計に詳しくない利用者であっても財務諸表の内容について理解することができる。
「主要な財務指標の比較と推移」は、財政健全化指標を始めとした財務指数の経年変化
が述べられており、宇城市の財政状況の時間的変化を理解することができる。類似団体と
の比較は残念ながら行っていないが、宇城市同様にアニュアルリポートを作成する地方自
治体が表れた場合、この部分を利用することによって比較が可能となる。
アニュアルリポートの最後にあたる部分が「統計情報および将来に関する情報」であ
る。ここで注目すべきは「将来に関する情報」についてである。「将来に関する情報」に
は、まず初めに次年度に当たる平成 19 年度の当初予算の概要と平成 18 年度との変化が述
べられている。次に「中期財政計画基本方針」が続くが、その中で「宇城市の財政の現状
と課題」と題して、
［現状］
［結果］
［課題］の 3 つにわけて、宇城市の厳しい財政状況を
利用者に説明している。後半部分は、歳入および歳出、地方債発行計画、国民健康保険特
別会計等の平成 31 年度までの見通しを合計 14 の表によって示している。利用者にとって
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地方自治体が今後どのようになるかは非常に大きな関心事であることは間違いない。過去
からの推移と現時点の状況という報告書からさらに一歩踏みだした宇城市のアニュアルリ
ポートは、今後他の自治体がアニュアルリポートを作成するにあたり極めて参考になるも
のであると考えられる。

Ⅲ─ 3. 宇城市のアニュアルリポートのまとめ
宇城市のアニュアルリポートは、アメリカ地方政府の CAFR とほぼ同様の構成をして
おり、高い次元でのアカウンタビリティを果たそうという目的で作成されていることが分
かる。くわえて、
「将来に関する情報」を提供することにより、より利用者の理解とニー
ズに答える内容となっている。
アメリカ地方政府の CAFR と異なる点は、「独立監査人の財務諸表監査に関する報告」
に該当する部分がないということである。利用者への信頼性を高める上で監査は必要不可
欠なものであり、アニュアルリポートを財務報告の中心として活用していくためには、監
査を受け、監査に関する報告を記載しなければならないと考えられる。

Ⅳ

東京都のアニュアルリポート

Ⅳ─ 1. 東京都のアニュアルリポートへの取り組み
東京都は石原知事の就任以後、他の自治体に比べいち早く会計制度改革の必要性を主張
し改革に取り組んできた。その取り組みは、総務省主導のいわゆる公会計改革とは別の独
自の路線を進んできている。
石原知事のリーダーシップの下、東京都は平成 11 年度に財政マネジメントや事業効率
化を図るためのツールとして「機能するバランスシート」を作成した。さらに平成 13 年
3 月には、貸借対照表だけではなく、行政コスト計算書、キャッシュフロー計算書を含め
た形で「機能するバランスシート」を発表し、企業会計にならった財務諸表の作成を行っ
た。そして平成 18 年 4 月から発生主義・複式簿記による日々の会計処理を行い、発生主
義・複式簿記による財務諸表の作成を行い、これを基に平成 19 年 9 月に発表されたのが
「平成 18 年度東京都年次財務報告書」である。以後、平成 20 年 9 月に「平成 19 年度東京
都年次財務報告書」6 を発表している。

6		 東京都年次報告書は下記東京都 HP より入手可能である。
http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/syukei1/zaisei/nennjizaimuhoukokusho_index.htm
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Ⅳ─ 2. 東京都のアニュアルリポートの構成
東京都のアニュアルリポートは「東京都普通会計決算報告及び各種指標」「東京都全体
の財務報告」「今後の財政運営」の大きく 3 部構成から成り、付表として「東京都普通会
計財務諸表」と「東京都全体財務諸表」がその後に続く構成である。「東京都普通会計決
算報告及び各種指標」は、平成 19 年度版では全 67 ページ中 26 ページを占め、東京都の
アニュアルリポートの中心部分と考えられる。まず初めに「平成 19 年度決算の概要」と
して、従来の現金主義・単式簿記による決算の概要を記載・説明している。決算の数値だ
けでなく、各数値の変動についてそれぞれ概要が説明されており、特に前年度との比較に
よる増減の理由についての言及が多い。従来型の公会計による決算書は、特に専門的な知
識がない限りその解読は難解であるが、専門的な知識がないものであっても説明文によっ
て、できる限り理解できるような工夫がされている。また、相対的な指標である財政健全
化法に基づく各種財務指標はこの部分に記載されている。初年度であることからか、各指
標が何を表しているのか、また各指標の悪化によってどのような懸念事項が考えられるの
かについて詳しい説明がなされている。
次に「新たな公会計手法による分析」によって、東京都が独自に進めている発生主義・
複式簿記による財務諸表の掲載とその分析が続く。財務諸表ごとに、前年度との比較によ
る分析を行い、主に増減理由について説明している。そして全ての財務諸表の記載が終
わった後に、「財務諸表からわかること」というセクションを設け、各財務諸表の分析に
よってどのような事柄が見えてくるか分析している。
「東京都全体の財務報告」は、対象をさらに広げた連結ベース 7 での財務諸表の分析を
行っている。この中で注目すべきは、
「経営主体別の経営状況」として、①特別会計、②
公営企業会計、③管理団体等、別に各経営主体別に財政状況を分析している点である。東
京都はこれまで作成してきた「機能するバランスシート」のなかで、各事業別のバランス
シートの作成・分析をいくどか行ってきた 8。経営主体別・事業別の財務諸表の分析は、
内部の意思決定に有効 9 であり、管理会計の領域に含まれる。これらの公表によって、利
用者の意思決定に有用な情報を提供するだけでなく、東京都の今後の意思決定過程の透明
化が図られ、提供情報として有益であると考えられる。

7		 連結の対象は、普通会計（一般会計及び 14 の特別会計）、普通会計の範囲ではない 3 つの特別会計、
11 の公営企業会計、東京都以外の団体として、38 の管理団体及び 2 つの地方独立行政法人である。
8		 たとえば平成 14 年 1 月に発表された「平成 13 年度版機能するバランスシート（中間報告書）」では
「都の住宅政策とバランスシート」と副題して、都営住宅等事業の分析を行っている。
9		 この点について、東京都の会計改革の中心となっている東京都元参与の中地は「冷徹な経営改革の
ツールとしてのバランスシートであり、負の遺産の解剖と責任会計を志向するもの」とのべている。中
地（2001）p. 116
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Ⅳ─ 3. 東京都アニュアルリポートのまとめ
東京都は独自の会計方針をとっており、アニュアルリポートも東京都独自のものである。
相対的にその内容は、財務諸表分析の色合いが強く、財務諸表の各数値の説明が中心であ
る。これは逆に見ると、非財務的な補足情報がアメリカ地方政府や宇城市のアニュアルリ
ポートと比較すると少ないといえる。このことは財務報告の利用者の中でも、財務内容に
重点を置く投資家や債権者にとって有益なものであるが、住民にとっては業績評価に有益
な情報が少ないともとらえることができる。また、宇城市と同様に監査人による財務諸表
監査に関する報告がなく、財務報告の信頼性を高めるために必要であると考えられる 10。
東京都は独自の会計基準について他の自治体の採用を奨励し公開しているが、他の自治体
に広がっているとは言えず、いかに東京都会計基準を広めていくかという課題が考えられ
る。

Ⅴ

福岡県福津市のアニュアルリポート

公会計改革とは異なった独自の方法を取る例として東京都をあげたが、東京都の財務諸
表分析を中心としたアニュアルリポートと異なる独自の視点でアニュアルリポートを作成
し公表している地方自治体として、福岡県福津市があげられる。

Ⅴ─ 1. 福岡県福津市の概要
アニュアルリポートへの取り組みは、福津市への合併前の福間町時代から始まってい
る。2001 年 3 月に「福間町財務報告」を公表、翌 2002 年 3 月発行分より「福間町会計
報告」と名称を変更した。平成 18 年 3 月には福津市合併時（平成 17 年 1 月 24 日現在）
の財務報告を公表、福津市最初の貸借対照表と福間町最後の貸借対照表を発表した。合
併後の福津市においても「福津市会計報告」としてアニュアルリポートを公表し続けて
いる。

Ⅴ─ 2. 福津市アニュアルリポートの構成
福津市のアニュアルリポートの特徴は、財務諸表を貸借対照表にほぼ限定し、貸借対照の
分析によって報告を行っている点である。分析の対象の中心はいわゆる箱モノ（固定資産）
10		 中地は「公的監査（今後の課題）」として、「わが国の現行の包括外部監査における財務監査は、説明
責任（アカウンタビリティ）の観点からの監査ではない。それを改善するためには、アカウンタビリ
ティの観点からのいわゆる財務諸表監査が必要である」と述べており、東京都においてもすでに財務諸
表監査の必要性の認識はあると推測される。中地（2006）p. 36
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に対するものであり、将来に対する債務の先送りをできる限り少なくするという考え 11 を基
本的な観点として分析・報告している。
構成は、「財務諸表のハイライト」
、
「貸借対照表」、「成果報告書」の 3 つの部分に大き
く分けられている。
「財務諸表のハイライト」は、会計報告基準がまず独自のものである
ためその説明、前年度との比較を通して市長がどのような貢献を行ったかを検証・説明し
ようとするものである。
「貸借対照表」は福津市の貸借対照表を、「福津市市民の貸借対照
表」と「福津市市長の貸借対諸表」に大きく分け、それぞれを分析・報告している。「成
果報告書」は部局別に大規模施設の成果とコストについて分析・報告するものである。

Ⅴ─ 3.「貸借対照表」
福津市のアニュアルリポートの中で、特徴的な部分が「貸借対照表」である。福津市に
アニュアルリポートは、貸借対照表を分析することによって得られる情報を報告すること
を中心としている。したがって、この「貸借対照表」がアニュアルリポートの根幹となる
部分となる。
福津市に貸借対照表の特徴は、
「福津市市民の貸借対照表」と「福津市長の貸借対照
表」という 2 つの貸借対照表を作成し、その 2 つをもって福津市全体の貸借対照表を表し
ていることである 12。
「市長の貸借対照表」とは、すでに市民に提供した資産を除く市長の責任において管理
する資源を表したものだと定義されている。建設中の建物や住宅供給公社保有する土地、
基金などが資産として計上され、市債などの長期借入債務、流動負債、退職給与引当金等
が負債に計上される。そして資産と負債の差額を将来世代への負担の先送りしたものと認
識し、これを「将来の税金」としている。
「市民の貸借対照表」とは、市民にすでに供用が開始されているものを資産とし、ここ
から「将来の税金」を差し引いたものが「行政成果評価額」であり、これまでの市政維持
により市民が獲得したものである。

11		 福津市のアニュアルリポートの作成者である公認会計士吉田寛は「異議を唱えることができない将来
世代には税負担を求めない均衡財政を維持『したか』『しなかったか』を明らかにしなければなりませ
ん。もし、将来世代に税負担を先送りしているのであれば、現世代は先送りした『言い訳』を用意して
おかなければなりません。将来世代が納得できる『言い訳』がみつからなければ、税の運用を『代表者
ないのに課税する』政治家に委ねたとの非難を将来世代から受けることになります」と貸借対照表にお
いて将来世代への先送りを明確にすることと先送りをしないことの重要性を述べている。吉田（2003）
p. 57
12		 貸借対照表の分類について、3 つのパターンがありそれに基づいて分類しているとしている。3 つの
パターンは、1. すでに市民の皆様に提供したもの、2. 市町が管理するもの、3. 市町がみなさまに負担を
求める将来の税金、である。
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Ⅴ─ 4.「成果報告書」
福津市のアニュアルリポートの最後にあたる部分が「成果報告書」である。「成果報告
書」は 7 つ部局別に大規模施設の成果とコストについて分析・報告するものである。成果
報告書について、アニュアルリポートでは「行政の提供するサービスの内容とそのサービ
スを提供するために発生したコストとそれをだれが負担したかを明らかにするもの」と定
義されている。さらに、
「最小の経費（経済性）で最大の効果（効率性）を発揮し、市民
にとって新に必要なサービスを提供する市民本位の市政（有効性）を実現する行財政改革
を推進するには事業を担当する箇所の責任者の仕事を適切に評価しなければならない」と
言及されており、行財政改革を進めるための管理会計としての利用を目的の一部としてい
ることがわかる。
成果報告書は、各部の施設ごとの「成果説明の部」と「コスト説明の部」によって構成
されている。
「成果説明の部」では、利用者、利用世帯や職員数などで総コストを除し、
利用単位あたりのコストを割り出し、そこから受益者個人の負担額を差し引く方法で市
民の負担額を算出している。
「コストの部」では総コストを人件費、経費や減価償却費と
いった費目ごとに分類して表示している。

Ⅴ─ 5. 福津市のアニュアルリポートのまとめ
福津市のアニュアルリポートの特徴は、貸借対照表を中心とした分析と成果報告によっ
て、資産の状況と将来世代への負担の把握に重点を置いていることである。さらには住民
にとってわかりやすい方法での公表に努め、市民一人当たり数値を表すことにより、住民
視点での財務報告の理解可能性を高めることを目指している。成果報告書は財務諸表の補
足情報としても有用であり、住民にとって理解しやすく評価しやすい構成となっている。
また管理会計として内部の意思決定にも役立ち、意思決定の透明化を図るものである。し
かしながら、監査が行われていない点および独自の会計基準であるため、たの自治体との
比較が不可能であるという点を問題として指摘することができる。

Ⅵ

今後のアニュアル・レポートのあり方

今後の地方自治体におけるアニュアルリポートの必要性とその内容について、GASB の
概念書第 1 号およびアメリカ地方政府、熊本県宇城市、東京都、福岡県福津市のアニュア
ルリポートを事例として考察してきた。これらから見えてきたアニュアルリポートの考察
について、最後にまとめると以下のような点があげられる。
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①補足情報の重要性
アニュアルリポートの最大の目的は、アカウンタビリティ（公的説明責任）を果たすの
に資する情報の提供である。アカウンタビリティを果たす情報の中心となるものは、財務
諸表である。しかしながら、財務諸表で提供できる情報には限界があり、また会計知識を
持たない利用者は財務諸表だけでは十分な情報を得ることができない。財務諸表だけでな
く、財務情報についての責任者による説明、財務情報の前提となる情報、将来に関する情
報や行政評価といった非財務的な情報などを補足情報として財務情報と合わせてアニュア
ルリポートで公開することにより、理解可能性を高めることが可能となり、アカウンタビ
リティは果たされる。
②統一した様式による比較
行政活動を評価するにあたり、財務情報や非財務情報を十分に提供したとしても、その
評価に絶対的な基準が存在するわけではない。評価には必然的に相対的な基準が必要とな
る。そのためには、近隣や類似の地方自治体との比較が相対的な基準となる。アニュアル
リポートによって有用性の高い情報を提供することとともに、同一の会計基準・会計報告
基準による統一されたアニュアルリポートの作成することにより、比較可能性が高まり、
利用者が行政活動を評価することができるようになる。
③財務諸表の監査および責任の所在
公開される財務諸表の情報には、受託者が有利となるような会計方針の恣意的な選択や
事実を隠すといった粉飾等の可能性を含んでいる。アニュアルリポートを適切な財務報告
として確立するためには、第三者による客観的な財務諸表の監査及びその証明が必要であ
る。また責任ある財務報告を確立するためには、責任者の明確化が必要である。

Ⅶ

おわりに

以上、アニュアルリポートの必要性と内容について述べてきた。地方自治体における会
計改革の進捗状況を考えると、現在はまだ財務諸表の作成に各自治体が追われている状態
にある。財務諸表作成の本来の目的はアカウンタビリティを果たすことであり、信託者の
評価によるガバナンスの確立である。このような点から、今後、地方自治体にアニュアル
リポートは必要不可欠になると考える。公会計改革の進展によって、今後発生主義・複式
簿記による財務報告が行われるが、それによってどのような情報が不足しているか、また
報告方式にどのような問題があるかがより明確になると考えられる。それを踏まえた上
で、さらに地方自治体に必要なアニュアルリポートの内容と報告方法の研究が必要になる
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と考える。
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