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表記に関する注意事項

注１ 文中に用いる金額は、原則として10,000円未満を切り捨てて表示した。

２ 千円単位で表示している表中に用いる金額は、特に記載がない限り、

1,000円未満を四捨五入して表示したため、総数と内訳の合計額等が一致

しない場合がある。

３ 文中及び表中に用いる比率は、特に必要があるものを除き、小数点以

下第２位で四捨五入したため、構成比については、総数と内訳の計が一致

しない場合がある。
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平成26年度京都地方税機構一般会計歳入歳出決算審査意見

第１ 審査の対象

平成26年度京都地方税機構一般会計歳入歳出決算

第２ 審査の期間

平成27年６月から平成27年７月まで

第３ 審査の方法

審査に当たっては、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質

収支に関する調書、財産に関する調書及び付属書類が関係法令に準拠して

作成されているかどうかを確認するとともに、これらの計数について関係

諸帳簿及び関係資料を照合審査し、併せて関係職員から説明を聴取した。

第４ 審査の結果

審査に付された歳入歳出決算書、諸調書は、いずれも関係法令に準拠し

て作成され、いずれも決算計数に相違ないことを確認した。

予算執行及び財産管理については、適正に行われていると認められた。

なお、審査の概要及び意見は次に述べるとおりである。
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第５ 審査の概要

１ 決算収支の状況

平成26年度の決算額は、予算現額24億9,764万円に対して歳入額24億6,576

万円、歳出額24億6,480万円で、予算現額に対する割合は、歳入98.7％、歳出

98.7％となっている。

決算収支についての状況は、第１表のとおりである。

第１表 決算収支の状況

（単位：千円、％）

年度
26年度

区分

予算現額 Ａ 2,497,642

歳入額 Ｂ 2,465,760

歳出額 Ｃ 2,464,800

形式収支（Ｂ－Ｃ） Ｄ 960

翌年度に繰り越すべき財源 Ｅ 0

実質収支（Ｄ－Ｅ） Ｆ 960

予算執行率
歳入（Ｂ／Ａ） 98.7

歳出（Ｃ／Ａ） 98.7

平成26年度の決算収支は、形式収支において96万円の黒字になっており、翌

年度に繰り越すべき財源はないため、実質収支は96万円の黒字となっている。
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２ 決算の状況

（１）歳入

歳入予算の執行状況は、第２表のとおりである。

第２表 款別の収入状況

（単位：千円、％）

不納 収入
予算現額

収入済額の科目 予算現額 調定額 収入済額
欠損額 未済額

に対する
構成比収入率

負担金 2,433,051 2,401,954 2,401,954 0 0 98.7 97.4

繰越金 6,019 6,020 6,020 0 0 100.0 0.2

諸収入 58,572 57,786 57,786 0 0 98.7 2.3

計 2,497,642 2,465,760 2,465,760 0 0 98.7 100.0

歳入の決算状況は、予算現額24億9,764万円（当初予算額21億2,222万円、補

正予算額３億7,542万円）に対し、調定額、収入済額はともに24億6,576万円で、

予算現額に対する収入率は98.7％である。

主な補正項目は、運営経費負担金の増額（３億6,346万円）、滞納処分費の増

額（594万円）である。

収入済額の内訳は、負担金24億195万円、繰越金602万円、諸収入5,778万円

となっており、款別構成比率は、負担金97.4％、繰越金0.2％、諸収入2.3％と

なっている。
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＜款別状況＞

第１款 負担金

（単位：千円、％）

区分 平成26年度 平成25年度 比較増減

予算現額 2,433,051 2,269,688 163,363

調定額 2,401,954 2,247,264 154,690

収入済額 2,401,954 2,247,264 154,690

不納欠損額 0 0 0

収入未済額 0 0 0

予算現額に対する収入済額の増減 △31,097 △22,424 △8,673

予算現額に対する収入済額の割合 98.7 99.0 △0.3

ほぼ予算現額どおり収入している。

前年度と比較すると収入済額で１億5,469万円の収入増となっているが、こ

れは、派遣職員の人件費等が増加したためである。

第３款 繰越金

（単位：千円、％）

区分 平成26年度 平成25年度 比較増減

予算現額 6,019 3,216 2,803

調定額 6,020 3,216 2,804

収入済額 6,020 3,216 2,804

不納欠損額 0 0 0

収入未済額 0 0 0

予算現額に対する収入済額の増減 0 0 0

予算現額に対する収入済額の割合 100.0 100.0 0

予算現額どおり収入している。

平成25年度決算の結果、実質収支が602万円の黒字となったため、平成26年

度に繰越金として収入しているものである。
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第４款 諸収入

（単位：千円、％）

区分 平成26年度 平成25年度 比較増減

予算現額 58,572 10,240 48,332

調定額 57,786 8,426 49,360

収入済額 57,786 8,426 49,360

不納欠損額 0 0 0

収入未済額 0 0 0

予算現額に対する収入済額の増減 △786 △1,814 1,028

予算現額に対する収入済額の割合 98.7 82.3 16.4

滞納処分費が見込額を下回ったため、予算現額に対し、78万円の収入減とな

っている。

前年度と比較すると収入済額で4,936万円の収入増となっており、主に課税

業務支援システムの開発に伴う市町村振興協会助成金の増によるものである。

（２）歳出

歳出予算の執行状況は、第３表のとおりである。

第３表 款別の歳出状況

（単位：千円、％）
予算現額

支出済額の
科目 予算現額 支出済額 不用額 に対する

構成比
執行率

議会費 1,920 1,114 806 58.0 0.1

総務費 2,494,722 2,463,686 31,036 98.8 99.9

予備費 1,000 0 1,000 0.0 0.0

計 2,497,642 2,464,800 32,842 98.7 100.0
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歳出の決算状況は、予算現額24億9,764万円（当初予算額21億2,222万円、補

正予算額３億7,542万円）に対し、支出済額は24億6,480万円で予算現額に対す

る割合（執行率）は98.7％、不用額は3,284万円である。

主な補正項目は、各構成団体からの派遣職員の人件費の増額（３億6,189万

円）、滞納処分費の増額（594万円）である。

支出の主な内容は、議会費においては、議員報酬、旅費、会議室賃借料であ

り、総務費においては、派遣職員の人件費負担金の他、電算システムの保守・

開発等に要する経費、電算機器の借上げ料等の事務経費であり、支出済額の大

部分は、総務費（構成比99.9％）が占めている。

＜款別状況＞

第１款 議会費

（単位：千円、％）

区分 平成26年度 平成25年度 比較増減

予算現額 1,920 1,882 38

支出済額 1,114 1,182 △68

不用額 806 700 106

予算現額に対する支出済額の割合 58.0 62.8 △4.8

予算現額に対する支出済額の割合は58.0％で、80万円の不用額が生じている。

第２款 総務費

（単位：千円、％）

区分 平成26年度 平成25年度 比較増減

予算現額 2,494,722 2,287,006 207,716

支出済額 2,463,686 2,257,920 205,766

不用額 31,036 29,086 1,950

予算現額に対する支出済額の割合 98.8 98.7 0.1



- 7 -

予算現額に対する支出済額の割合は98.8％で、派遣職員人件費の実績減等に

より、3,103万円の不用額が生じている。

前年度と比較すると２億576万円の増となっているが、これは派遣職員の人

件費や課税業務支援システムの開発費等が増加したものである。

第６ 実質収支に関する調書

審査に付された実質収支に関する調書は、関係法令に準拠して作成され、

計数は正確であると認められた。

第７ 財産に関する調書

財産等の当該年度における異動及び当該年度末現在高の状況は、第４表

及び第５表のとおりである。

なお、債権及び基金はない。

第４表 物品

（単位：点）

区分 年度中増加高 年度末現在高

共同徴収支援システム機器 0 1

京都府・市町村共同利用型審査システム機器 0 1

課税事務共同化共通基盤システム機器 0 1

（注）本表は、１品100万円以上の備品を対象としている。

第５表 その他

（単位：円）

区分 年度中増加高 年度末現在高

両替用現金 0 1,000,000

（注）平成22年度中において、両替用現金100万円を取得している。
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第８ 意見

以上が平成26年度京都地方税機構一般会計の運用状況の審査概要であ

る。

当該年度は、徴収業務の本格開始から５ヶ年度、法人関係税課税業務を

開始し３ヶ年度であり、前年度に引き続いて収納率が向上しているなど、

共同化した業務が定着し、その成果が着実に現れていると認められる。

少子・高齢化、人口減少が進むなか、地方自治体が多様化する住民ニー

ズに主体的に対応し、地方創生に向けて特色ある取組みを進めていくため

には、安定した財政基盤が不可欠であり、税務行政の一翼を担う税機構に

求められる役割はますます大きくなってくると考えられる。

ついては、今後も引き続き、公平・公正な税務行政を推進し、納税者の

利便性の向上を図っていくとともに、各構成団体の厳しい財政状況を踏ま

え、より一層の効果的・効率的な業務執行が図られるよう強く望むもので

ある。


