
*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 73,606,924,668 固定負債 22,622,894,162

有形固定資産 70,796,721,978 地方債等 19,484,031,487
事業用資産 34,631,095,820 長期未払金 -

土地 15,777,342,972 退職手当引当金 2,155,410,175
立木竹 336,707,008 損失補償等引当金 -
建物 34,972,709,633 その他 983,452,500
建物減価償却累計額 △ 19,530,685,694 流動負債 2,915,203,697
工作物 5,239,497,192 1年内償還予定地方債等 1,963,102,357
工作物減価償却累計額 △ 2,264,784,869 未払金 442,468,362
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 259,387,654
航空機 - 預り金 174,844,868
航空機減価償却累計額 - その他 75,400,456
その他 126,552,548 25,538,097,859
その他減価償却累計額 △ 124,867,462 【純資産の部】
建設仮勘定 98,624,492 固定資産等形成分 75,663,864,303

インフラ資産 35,347,840,832 余剰分（不足分） △ 22,777,913,527
土地 7,992,414,947 他団体出資等分 0
建物 692,288,670
建物減価償却累計額 △ 502,034,600
工作物 56,394,287,996
工作物減価償却累計額 △ 29,229,116,181
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 2,882,233,476
物品減価償却累計額 △ 2,064,448,150

無形固定資産 29,121,301
ソフトウェア 16,521,301
その他 12,600,000

投資その他の資産 2,781,081,389
投資及び出資金 147,311,494

有価証券 105,859,550
出資金 39,553,000
その他 1,898,944

長期延滞債権 346,437,810
長期貸付金 59,633,539
基金 2,300,309,761

減債基金 0
その他 2,300,309,761

その他 -
徴収不能引当金 △ 72,611,215

流動資産 4,817,123,967
現金預金 2,198,736,955
未収金 533,735,075
短期貸付金 3,007
基金 2,056,936,628

財政調整基金 1,856,774,125
減債基金 200,162,503

棚卸資産 52,614,704
その他 -
徴収不能引当金 △ 24,902,402

繰延資産 - 52,885,950,776
78,424,048,635 78,424,048,635

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 25,980,593,392
業務費用 12,629,660,619

人件費 4,009,535,300
職員給与費 3,564,144,620
賞与等引当金繰入額 259,377,734
退職手当引当金繰入額 788,217
その他 185,224,729

物件費等 8,219,654,913
物件費 5,291,020,483
維持補修費 575,430,192
減価償却費 2,353,203,238
その他 1,000

その他の業務費用 400,470,406
支払利息 184,475,640
徴収不能引当金繰入額 2,309,587
その他 213,685,179

移転費用 13,350,932,773
補助金等 11,808,205,209
社会保障給付 885,257,259
他会計への繰出金 443,695,000
その他 213,775,305

経常収益 4,122,016,420
使用料及び手数料 3,603,892,292
その他 518,124,128

純経常行政コスト 21,858,576,972
臨時損失 258,847,589

災害復旧事業費 232,847,229
資産除売却損 21,375,386
損失補償等引当金繰入額 -
その他 4,624,974

臨時利益 16,362,071
資産売却益 14,438,539
その他 1,923,532

純行政コスト 22,101,062,490

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 51,955,895,790 74,544,992,479 △ 22,589,096,689 -

純行政コスト（△） △ 22,101,062,490 △ 22,101,062,490 0

財源 21,577,684,449 21,577,684,449 0

税収等 13,008,907,806 13,008,907,806 0

国県等補助金 8,568,776,643 8,568,776,643 0

本年度差額 △ 523,378,041 △ 523,378,041 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 115,544,920 115,544,920

有形固定資産等の増加 2,069,979,856 △ 2,069,979,856

有形固定資産等の減少 △ 2,393,316,097 2,393,316,097

貸付金・基金等の増加 1,261,994,741 △ 1,261,994,741

貸付金・基金等の減少 △ 1,054,203,420 1,054,203,420

資産評価差額 △ 881,461 △ 881,461

無償所管換等 1,333,944,663 1,333,944,663

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 120,369,825 △ 98,646,458 219,016,283

本年度純資産変動額 930,054,986 1,118,871,824 △ 188,816,838 0

本年度末純資産残高 52,885,950,776 75,663,864,303 △ 22,777,913,527 0

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 23,414,670,109

業務費用支出 10,066,670,693
人件費支出 4,005,800,629
物件費等支出 5,698,423,708
支払利息支出 184,475,640
その他の支出 177,970,716

移転費用支出 13,347,999,416
補助金等支出 11,808,205,209
社会保障給付支出 885,257,259
他会計への繰出支出 443,695,000
その他の支出 210,841,948

業務収入 24,850,596,218
税収等収入 12,971,413,793
国県等補助金収入 7,843,113,381
使用料及び手数料収入 3,625,766,715
その他の収入 410,302,329

臨時支出 236,384,811
災害復旧事業費支出 232,847,229
その他の支出 3,537,582

臨時収入 31,002,407
業務活動収支 1,230,543,705
【投資活動収支】

投資活動支出 3,138,404,062
公共施設等整備費支出 2,051,259,136
基金積立金支出 995,524,067
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 72,300,000
その他の支出 19,320,859

投資活動収入 1,588,127,215
国県等補助金収入 709,003,340
基金取崩収入 762,787,650
貸付金元金回収収入 64,997,142
資産売却収入 35,546,013
その他の収入 15,793,070

投資活動収支 △ 1,550,276,847
【財務活動収支】

財務活動支出 2,567,297,129
地方債等償還支出 1,381,653,194
その他の支出 1,185,643,935

財務活動収入 3,258,606,496
地方債等発行収入 3,258,606,496
その他の収入 0

財務活動収支 691,309,367
371,576,225

1,508,667,060
143,648,803

2,023,892,088

前年度末歳計外現金残高 132,292,237
本年度歳計外現金増減額 42,552,630
本年度末歳計外現金残高 174,844,867
本年度末現金預金残高 2,198,736,955

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
自　平成３１年４月１日
至　令和２年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 25,980,593,392
業務費用 12,629,660,619

人件費 4,009,535,300 　
職員給与費 3,564,144,620
賞与等引当金繰入額 259,377,734
退職手当引当金繰入額 788,217
その他 185,224,729

物件費等 8,219,654,913
物件費 5,291,020,483
維持補修費 575,430,192
減価償却費 2,353,203,238
その他 1,000

その他の業務費用 400,470,406
支払利息 184,475,640
徴収不能引当金繰入額 2,309,587
その他 213,685,179

移転費用 13,350,932,773
補助金等 11,808,205,209
社会保障給付 885,257,259
他会計への繰出金 443,695,000
その他 213,775,305

経常収益 4,122,016,420
使用料及び手数料 3,603,892,292
その他 518,124,128

純経常行政コスト 21,858,576,972
臨時損失 258,847,589

災害復旧事業費 232,847,229
資産除売却損 21,375,386
損失補償等引当金繰入額 -
その他 4,624,974

臨時利益 16,362,071
資産売却益 14,438,539
その他 1,923,532

純行政コスト 22,101,062,490 22,101,062,490 0
財源 21,577,684,449 21,577,684,449 0

税収等 13,008,907,806 13,008,907,806 0
国県等補助金 8,568,776,643 8,568,776,643 0

本年度差額 △ 523,378,041 △ 523,378,041 0
固定資産等の変動（内部変動） △ 115,544,920 115,544,920

有形固定資産等の増加 2,069,979,856 △ 2,069,979,856
有形固定資産等の減少 △ 2,393,316,097 2,393,316,097
貸付金・基金等の増加 1,261,994,741 △ 1,261,994,741
貸付金・基金等の減少 △ 1,054,203,420 1,054,203,420

資産評価差額 △ 881,461 △ 881,461
無償所管換等 1,333,944,663 1,333,944,663
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 120,369,825 △ 98,646,458 219,016,283

本年度純資産変動額 930,054,986 1,118,871,824 △ 188,816,838 0
前年度末純資産残高 51,955,895,790 74,544,992,479 △ 22,589,096,689 -
本年度末純資産残高 52,885,950,776 75,663,864,303 △ 22,777,913,527 0

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成３１年４月１日
至　令和２年３月３１日

科目 金額

金額
固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分



１．重要な会計方針
有形固定資産等の評価基準及び評価方法

有価証券等の評価基準及び評価方法

有形固定資産等の減価償却の方法

引当金の計上基準及び算定方法

リース取引の処理方法

連結資金収支計算書における資金の範囲

採用した消費税等の会計処理

連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合は、当該決算日及び連結のため当該
連結対象団体（会計）について特に行った処理の概要

その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項

２．重要な会計方針の変更等
会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財務
書類に与えている影響の内容

表示方法を変更した場合には、その旨

連結資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変
更が連結資金収支計算書に与えている影響の内容

３．重要な後発事象
主要な業務の改廃

組織・機構の大幅な変更

地方財政制度の大幅な改正

重大な災害等の発生

その他重要な後発事象

４．偶発債務
保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定していない
ものの内訳（連結貸借対照表計上額及び未計上額））

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの

その他主要な偶発債務

５．追加情報
連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）及
び連結対象と判断した理由

一般会計等 一般会計 ： 全部連結
一般会計等 土地取得特別会計 ： 全部連結
一般会計等 ダミー会計：現地確認不能地 ： 比例連結（0％）
公営企業会計 柴田町水道事業会計 ： 全部連結
その他 国民健康保険事業特別会計 ： 全部連結
その他 公共下水道事業特別会計 ： 比例連結（0％）
その他 介護保険特別会計 ： 全部連結



その他 後期高齢者医療特別会計 ： 全部連結
一部事務組合・広域連合 宮城県市町村職員退職手当組合 ： 全部連結
一部事務組合・広域連合 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合 ： 全部連結
一部事務組合・広域連合 仙南地域広域行政事務組合 ： 全部連結
一部事務組合・広域連合 宮城県市町村自治振興センター ： 全部連結
一部事務組合・広域連合 みやぎ県南中核病院企業団 ： 全部連結
一部事務組合・広域連合 宮城県後期高齢者医療広域連合 ： 全部連結

出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出納
整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている
旨、出納整理期間が異なる連結対象団体（会計）がある場合は当該団体（会計）の一覧と修正
の仕方

表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額に齟齬が生じ
る場合は、その旨

その他連結財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

連結貸借対照表に係るものとして、減価償却について直接法を採用した場合、当該各有形固定
資産の科目別または一括による減価償却累計額

事業用資産／建物 ： 19,530,685,694円
事業用資産／工作物 ： 2,264,784,869円
事業用資産／船舶 ： 0円
事業用資産／浮標等 ： 0円
事業用資産／航空機 ： 0円
事業用資産／その他 ： 124,867,462円
インフラ資産／建物 ： 502,034,600円
インフラ資産／工作物 ： 29,229,116,181円
インフラ資産／その他 ： 0円
物品 ： 2,064,448,150円


