
*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*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 61,900,683,527 固定負債 17,106,397,835

有形固定資産 59,673,694,824 地方債 15,369,051,355
事業用資産 30,224,535,842 長期未払金 -

土地 15,106,664,702 退職手当引当金 1,724,866,000
立木竹 336,707,008 損失補償等引当金 -
建物 28,392,472,200 その他 12,480,480
建物減価償却累計額 △ 16,395,007,461 流動負債 1,598,363,603
工作物 4,635,507,815 1年内償還予定地方債 1,289,830,285
工作物減価償却累計額 △ 1,851,808,422 未払金 -
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 153,333,417
航空機 - 預り金 155,199,901
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 18,704,761,438
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 63,366,467,745

インフラ資産 29,315,326,931 余剰分（不足分） △ 17,892,010,846
土地 7,625,594,694
建物 433,542,230
建物減価償却累計額 △ 320,056,896
工作物 46,698,474,809
工作物減価償却累計額 △ 25,122,227,906
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 472,290,247
物品減価償却累計額 △ 338,458,196

無形固定資産 3,890,376
ソフトウェア 3,890,376
その他 -

投資その他の資産 2,223,098,327
投資及び出資金 3,735,572,415

有価証券 5,933,415
出資金 3,729,639,000
その他 -

投資損失引当金 △ 3,671,266,000
長期延滞債権 144,585,564
長期貸付金 36,051,446
基金 2,000,352,036

減債基金 0
その他 2,000,352,036

その他 -
徴収不能引当金 △ 22,197,134

流動資産 2,278,534,810
現金預金 768,511,089
未収金 52,338,034
短期貸付金 -
基金 1,465,784,218

財政調整基金 1,265,619,262
減債基金 200,164,956

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 8,098,531 45,474,456,899

64,179,218,337 64,179,218,337

※ 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。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*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 18,131,865,009
業務費用 8,782,938,197

人件費 2,421,238,619
職員給与費 1,884,062,543
賞与等引当金繰入額 153,333,417
退職手当引当金繰入額 -
その他 383,842,659

物件費等 6,195,524,443
物件費 3,436,677,109
維持補修費 929,119,795
減価償却費 1,829,727,539
その他 -

その他の業務費用 166,175,135
支払利息 76,859,424
徴収不能引当金繰入額 -
その他 89,315,711

移転費用 9,348,926,812
補助金等 7,710,674,481
社会保障給付 831,157,801
他会計への繰出金 804,494,819
その他 2,599,711

経常収益 605,742,950
使用料及び手数料 209,575,622
その他 396,167,328

純経常行政コスト 17,526,122,059
臨時損失 814,803,131

災害復旧事業費 587,352,450
資産除売却損 381,681
投資損失引当金繰入額 227,069,000
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 657,552
資産売却益 657,552
その他 -

純行政コスト 18,340,267,638

※ 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。

行政コスト計算書
自　令和２年４月１日　

至　令和３年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*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 45,997,716,481 62,932,313,004 △ 16,934,596,523

純行政コスト（△） △ 18,340,267,638 △ 18,340,267,638

財源 17,579,959,443 17,579,959,443

税収等 9,999,951,503 9,999,951,503

国県等補助金 7,580,007,940 7,580,007,940

本年度差額 △ 760,308,195 △ 760,308,195

固定資産等の変動（内部変動） 197,111,595 △ 197,111,595

有形固定資産等の増加 1,715,510,310 △ 1,715,510,310

有形固定資産等の減少 △ 1,830,273,528 1,830,273,528

貸付金・基金等の増加 1,234,749,257 △ 1,234,749,257

貸付金・基金等の減少 △ 922,874,444 922,874,444

資産評価差額 9,865 9,865

無償所管換等 237,122,455 237,122,455

その他 △ 83,707 △ 89,174 5,467

本年度純資産変動額 △ 523,259,582 434,154,741 △ 957,414,323

本年度末純資産残高 45,474,456,899 63,366,467,745 △ 17,892,010,846

※ 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。

純資産変動計算書
自　令和２年４月１日　

至　令和３年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*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 16,288,721,724

業務費用支出 6,939,794,912
人件費支出 2,420,993,112
物件費等支出 4,365,796,904
支払利息支出 76,859,424
その他の支出 76,145,472

移転費用支出 9,348,926,812
補助金等支出 7,710,674,481
社会保障給付支出 831,157,801
他会計への繰出支出 804,494,819
その他の支出 2,599,711

業務収入 17,198,339,553
税収等収入 9,999,191,025
国県等補助金収入 6,645,604,940
使用料及び手数料収入 208,337,549
その他の収入 345,206,039

臨時支出 587,352,450
災害復旧事業費支出 587,352,450
その他の支出 -

臨時収入 215,808,000
業務活動収支 538,073,379
【投資活動収支】

投資活動支出 2,950,259,567
公共施設等整備費支出 1,715,510,310
基金積立金支出 947,680,257
投資及び出資金支出 227,069,000
貸付金支出 60,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,411,900,401
国県等補助金収入 718,595,000
基金取崩収入 628,474,000
貸付金元金回収収入 64,009,541
資産売却収入 821,860
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,538,359,166
【財務活動収支】

財務活動支出 1,221,378,839
地方債償還支出 1,217,634,695
その他の支出 3,744,144

財務活動収入 2,503,700,000
地方債発行収入 2,503,700,000
その他の収入 -

財務活動収支 1,282,321,161
282,035,374
331,275,814
613,311,188

前年度末歳計外現金残高 173,714,831
本年度歳計外現金増減額 △ 18,514,930
本年度末歳計外現金残高 155,199,901
本年度末現金預金残高 768,511,089

※ 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
本年度末資金残高

資金収支計算書
自　令和２年４月１日　
至　令和３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 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*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 18,131,865,009
業務費用 8,782,938,197

人件費 2,421,238,619 　
職員給与費 1,884,062,543
賞与等引当金繰入額 153,333,417
退職手当引当金繰入額 -
その他 383,842,659

物件費等 6,195,524,443
物件費 3,436,677,109
維持補修費 929,119,795
減価償却費 1,829,727,539
その他 -

その他の業務費用 166,175,135
支払利息 76,859,424
徴収不能引当金繰入額 -
その他 89,315,711

移転費用 9,348,926,812
補助金等 7,710,674,481
社会保障給付 831,157,801
他会計への繰出金 804,494,819
その他 2,599,711

経常収益 605,742,950
使用料及び手数料 209,575,622
その他 396,167,328

純経常行政コスト 17,526,122,059
臨時損失 814,803,131

災害復旧事業費 587,352,450
資産除売却損 381,681
投資損失引当金繰入額 227,069,000
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 657,552
資産売却益 657,552
その他 -

純行政コスト 18,340,267,638 18,340,267,638
財源 17,579,959,443 17,579,959,443

税収等 9,999,951,503 9,999,951,503
国県等補助金 7,580,007,940 7,580,007,940

本年度差額 △ 760,308,195 △ 760,308,195
固定資産等の変動（内部変動） 197,111,595 △ 197,111,595

有形固定資産等の増加 1,715,510,310 △ 1,715,510,310
有形固定資産等の減少 △ 1,830,273,528 1,830,273,528
貸付金・基金等の増加 1,234,749,257 △ 1,234,749,257
貸付金・基金等の減少 △ 922,874,444 922,874,444

資産評価差額 9,865 9,865
無償所管換等 237,122,455 237,122,455
その他 △ 83,707 △ 89,174 5,467

本年度純資産変動額 △ 523,259,582 434,154,741 △ 957,414,323
前年度末純資産残高 45,997,716,481 62,932,313,004 △ 16,934,596,523
本年度末純資産残高 45,474,456,899 63,366,467,745 △ 17,892,010,846

※ 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。

金額
固定資産等形成分 余剰分（不足分）

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

科目 金額



一般会計等財務書類 注記

１．重要な会計方針

(1)　有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

　① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　　ア 昭和59年度以前に取得したもの････････････再調達原価
　　　ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
　　イ 昭和60年度以後に取得したもの
　　　取得原価が判明しているもの･･･････････････取得原価
　　　取得原価が不明なもの･････････････････････再調達原価
　　ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
　② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　　取得原価が判明しているもの･････････････････取得原価
　　取得原価が不明なもの･･･････････････････････再調達原価

(2)　有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

　① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法）
　② 満期保有目的以外の有価証券
　　ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　　（売却原価は移動平均法により算定）
　　イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価
　③ 出資金
　　ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　　（売却原価は移動平均法により算定）
　　イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

(3)　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　個別法による低価法

(4)　有形固定資産等の減価償却の方法

　① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　　建物 10年～50年
　　　工作物 9年～60年
　　　物品 2年～10年
　② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（5年）に基づく定額法）
　③ リース資産
　　ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
　　イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(5)　引当金の計上基準及び算定方法

　① 投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質
価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。

　② 徴収不能引当金

　未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討
し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検
討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、個別に改修可能性を検討し、徴収不能見込額を計上しています。

　③ 退職手当引当金

　　　期末自己都合要支給額を計上しています。

　④ 損失補償等引当金

　履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関
する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。

　⑤ 賞与等引当金



　翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込
額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6)　リース取引の処理方法

　① 重要性の高い所有権移転ファイナンス・リース取引
　　　通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
　② オペレーティング・リース取引及び上記以外のファイナンスリース取引
　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(7)　資金収支計算書における資金の範囲

　現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物
　なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払い
を含んでいます。

(8)　その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

　① 物品及びソフトウェアの計上基準

　物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産と
して計上しています。
　ソフトウェアについては、取得価額又は見積価格が50万円以上の場合に資産として計上し
ています。

　② 資本的支出と修繕費の区分基準

　資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるときに物件費又は修
繕維持費として処理しています。

２．重要な会計方針の変更等

(1)　会計方針の変更

　　重要な会計方針の変更はありません。

(2)　表示方法の変更

　　重要な表示方法の変更はありません。

(3)　資金収支計算書における資金の範囲を変更

　　重要な資金の範囲の変更はありません。

３．重要な後発事象
(1)　主要な業務の改廃
　　主要な業務の改廃はありません。

(2)　組織・機構の大幅な変更
　　組織・機構の大幅な変更はありません。

(3)　地方財政制度の大幅な改正
　　地方財政制度の大幅な改正はありません。

(4)　重大な災害等の発生
　　重要な災害等の発生はありません。

(5)　その他重要な後発事象
　　その他重要な後発事象はありません。

４．偶発債務
(1)　保証債務及び損失補償債務負担の状況

中小企業振興金融融資保証債務残高　78,835千円
但し、当町の損失補償割合は、責任共有制度の負担金方式を選択した金融機関分にあって
は、80%を乗じた上、60%を乗じて得た金額です。）

(2)　係争中の訴訟等
　　　重要な係争中の訴訟はありません。

(3)　その他主要な偶発債務
　　　その他主要な偶発債務はありません。



５．追加情報
(1)　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
　① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。

一般会計
土地取得特別会計

　② 一般会計等の対象範囲は、普通会計の対象範囲と同一です。
③ 地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、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ます。

　④ 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。
⑤ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりで
す。

　　実質赤字比率　　　   － ％
　　連結実質赤字比率　   － ％
　　実質公債費比率　　 　3.7％
　　将来負担比率　　 　 32.8％

　⑥ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額　　2,004千円
　⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額　　1,262,260千円
　⑧ 過年度修正等に関する事項
　　　重要な過年度修正等はありません。

(2)　貸借対照表に係る事項
　① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。
　　ア 範囲
　　　　売却予定とされている公共資産
　　イ 内訳
　　　　土地　　　1千円
　② 減債基金に係る積立不足額　　 　－千円
　③ 基金借入金（繰替運用）残高　　 －千円
④ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に
含まれることが見込まれる金額 　898,196千円

⑤ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおり
です。
　　標準財政規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,119,418千円
　　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額　 1,173,933千円
　　将来負担額　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 25,472,324千円
　　充当可能基金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,112,650千円
　　特定財源見込額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,017,475千円
　　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額　　　　14,061,133千円

(3)　行政コスト計算書に係る事項

　新たに開始貸借対照表を作成したため、総務省方式改訂モデルから統一的な基準へ変更し
たことによる行政コスト計算書への重要な影響はありません。

(4)　純資産変動計算書に係る事項
　　純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容
　① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。
　② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(5) 資金収支計算書に係る事項
　① 基礎的財政収支　　△604,220千円
　② 既存の決算情報との関連性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収入（歳入）　　支出（歳出）
　　歳入歳出決算書　　　　　　　　　　　　　　21,661,024千円　　21,047,713千円
　　繰越金に伴う差額　　　　　　　　　　　　　 △331,276千円　　　　　　－千円
　　資金収支計算書　　　　　　　　　　　　　　21,329,748千円　　21,047,713千円
　③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳



　　資金収支計算書
　　業務活動収支　　　　　　　　　　　　 538,073千円
　　投資活動収入の国県等補助金収入 　　  718,595千円
　　未収債権、未払債務等の増加（減少）  △11,208千円
　　投資損失引当金繰入（減少）　　  　 △227,069千円
　　減価償却費　　　　　　　　　　　 △1,829,728千円
　　賞与等引当金繰入額　　　　　　　　 　　△246千円
　　退職手当引当金繰入額　　　　　　　    46,150千円
　　徴収不能引当金繰入額　　　　　　　     4,847千円
　　資産除売却益（損）　　　　　　　　　　   276千円
　　純資産変動計算書の本年度差額 　　  △760,308千円
　④ 一時借入金
　　一時借入金の増減はありません。
　　なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。
　　　一時借入金の限度額　一般会計　　　　　　　　　　800,000千円
　　　一時借入金の限度額　土地取得特別会計　　　　　　      -千円

一時借入金に係る利子額  　  -千円

　⑤ 重要な非資金取引
　　重要な非資金取引はありません。


