
*出力条件
*会計年度 ： R02
*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 93,985,129,582 固定負債 40,360,140,303

有形固定資産 90,193,265,555 地方債等 26,487,126,511
事業用資産 35,134,918,553 長期未払金 -

土地 15,786,056,827 退職手当引当金 2,054,993,786
立木竹 336,707,008 損失補償等引当金 -
建物 34,965,046,258 その他 11,818,020,006
建物減価償却累計額 △ 20,244,259,194 流動負債 3,604,308,440
工作物 6,889,001,358 1年内償還予定地方債等 2,817,849,354
工作物減価償却累計額 △ 2,599,316,133 未払金 304,519,291
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 264,068,714
航空機 - 預り金 156,821,529
航空機減価償却累計額 - その他 61,049,552
その他 126,875,546 43,964,448,743
その他減価償却累計額 △ 125,193,117 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 96,092,311,585

インフラ資産 54,191,458,792 余剰分（不足分） △ 40,240,968,269
土地 8,074,249,918 他団体出資等分 0
建物 701,139,470
建物減価償却累計額 △ 517,055,590
工作物 76,932,477,098
工作物減価償却累計額 △ 31,080,137,248
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 80,785,144

物品 3,105,627,188
物品減価償却累計額 △ 2,238,738,978

無形固定資産 810,082,509
ソフトウェア 10,899,058
その他 799,183,451

投資その他の資産 2,981,781,518
投資及び出資金 147,321,688

有価証券 105,869,415
出資金 39,553,000
その他 1,899,273

長期延滞債権 318,328,036
長期貸付金 60,075,620
基金 2,518,179,529

減債基金 0
その他 2,518,179,529

その他 -
徴収不能引当金 △ 62,123,355

流動資産 5,830,662,477
現金預金 3,032,950,266
未収金 684,519,770
短期貸付金 2,029
基金 2,107,179,974

財政調整基金 1,907,015,018
減債基金 200,164,956

棚卸資産 37,450,836
その他 -
徴収不能引当金 △ 31,440,398

繰延資産 - 55,851,343,316
99,815,792,059 99,815,792,059

※ 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

連結貸借対照表
（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 ： 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 32,316,275,181
業務費用 14,727,729,401

人件費 4,363,073,538
職員給与費 3,702,682,689
賞与等引当金繰入額 261,693,822
退職手当引当金繰入額 10,484,332
その他 388,212,695

物件費等 9,837,807,845
物件費 5,630,402,108
維持補修費 1,050,533,523
減価償却費 3,156,871,925
その他 289

その他の業務費用 526,848,018
支払利息 272,155,780
徴収不能引当金繰入額 14,926,525
その他 239,765,713

移転費用 17,588,545,780
補助金等 16,579,901,709
社会保障給付 833,771,571
他会計への繰出金 0
その他 174,872,500

経常収益 4,804,948,888
使用料及び手数料 4,198,194,924
その他 606,753,964

純経常行政コスト 27,511,326,293
臨時損失 679,400,251

災害復旧事業費 607,782,884
資産除売却損 13,431,310
損失補償等引当金繰入額 -
その他 58,186,057

臨時利益 58,814,531
資産売却益 12,865,104
その他 45,949,427

純行政コスト 28,131,912,013

※ 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　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 ： 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 52,787,326,284 75,565,239,811 △ 22,777,913,527 -

純行政コスト（△） △ 28,131,912,013 △ 28,131,912,013 0

財源 28,137,468,169 28,137,468,169 0

税収等 14,090,181,916 14,090,181,916 0

国県等補助金 14,047,286,253 14,047,286,253 0

本年度差額 5,556,156 5,556,156 0

固定資産等の変動（内部変動） 531,948,291 △ 531,948,291

有形固定資産等の増加 3,383,495,422 △ 3,383,495,422

有形固定資産等の減少 △ 3,158,746,351 3,158,746,351

貸付金・基金等の増加 1,464,421,858 △ 1,464,421,858

貸付金・基金等の減少 △ 1,157,222,638 1,157,222,638

資産評価差額 9,865 9,865

無償所管換等 237,122,455 237,122,455

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 2,821,328,556 19,757,991,163 △ 16,936,662,607

本年度純資産変動額 3,064,017,032 20,527,071,774 △ 17,463,054,742 0

本年度末純資産残高 55,851,343,316 96,092,311,585 △ 40,240,968,269 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　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）

他団体出資等分



*出力条件
*会計年度 ： R02
*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 29,228,553,446

業務費用支出 11,642,622,706
人件費支出 4,349,518,527
物件費等支出 6,814,098,164
支払利息支出 272,155,780
その他の支出 206,850,235

移転費用支出 17,585,930,740
補助金等支出 16,579,901,672
社会保障給付支出 833,771,571
他会計への繰出支出 0
その他の支出 172,257,497

業務収入 31,334,127,673
税収等収入 14,072,187,090
国県等補助金収入 12,666,697,456
使用料及び手数料収入 4,116,117,029
その他の収入 479,126,098

臨時支出 672,198,941
災害復旧事業費支出 607,782,884
その他の支出 64,416,057

臨時収入 261,751,534
業務活動収支 1,695,126,820
【投資活動収支】

投資活動支出 4,617,034,814
公共施設等整備費支出 3,371,053,239
基金積立金支出 1,185,981,575
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 60,000,000
その他の支出 0

投資活動収入 2,626,949,519
国県等補助金収入 1,060,432,576
基金取崩収入 854,735,555
貸付金元金回収収入 64,295,699
資産売却収入 13,029,412
その他の収入 634,456,277

投資活動収支 △ 1,990,085,295
【財務活動収支】

財務活動支出 3,290,812,041
地方債等償還支出 2,039,911,794
その他の支出 1,250,900,247

財務活動収入 4,427,225,861
地方債等発行収入 4,382,038,568
その他の収入 45,187,293

財務活動収支 1,136,413,820
841,455,345

2,023,892,088
10,781,703

2,876,129,136

前年度末歳計外現金残高 174,844,867
本年度歳計外現金増減額 △ 18,023,737
本年度末歳計外現金残高 156,821,130
本年度末現金預金残高 3,032,950,266

※ 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　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 ： 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 32,316,275,181
業務費用 14,727,729,401

人件費 4,363,073,538 　
職員給与費 3,702,682,689
賞与等引当金繰入額 261,693,822
退職手当引当金繰入額 10,484,332
その他 388,212,695

物件費等 9,837,807,845
物件費 5,630,402,108
維持補修費 1,050,533,523
減価償却費 3,156,871,925
その他 289

その他の業務費用 526,848,018
支払利息 272,155,780
徴収不能引当金繰入額 14,926,525
その他 239,765,713

移転費用 17,588,545,780
補助金等 16,579,901,709
社会保障給付 833,771,571
他会計への繰出金 0
その他 174,872,500

経常収益 4,804,948,888
使用料及び手数料 4,198,194,924
その他 606,753,964

純経常行政コスト 27,511,326,293
臨時損失 679,400,251

災害復旧事業費 607,782,884
資産除売却損 13,431,310
損失補償等引当金繰入額 -
その他 58,186,057

臨時利益 58,814,531
資産売却益 12,865,104
その他 45,949,427

純行政コスト 28,131,912,013 28,131,912,013 0
財源 28,137,468,169 28,137,468,169 0

税収等 14,090,181,916 14,090,181,916 0
国県等補助金 14,047,286,253 14,047,286,253 0

本年度差額 5,556,156 5,556,156 0
固定資産等の変動（内部変動） 531,948,291 △ 531,948,291

有形固定資産等の増加 3,383,495,422 △ 3,383,495,422
有形固定資産等の減少 △ 3,158,746,351 3,158,746,351
貸付金・基金等の増加 1,464,421,858 △ 1,464,421,858
貸付金・基金等の減少 △ 1,157,222,638 1,157,222,638

資産評価差額 9,865 9,865
無償所管換等 237,122,455 237,122,455
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 2,821,328,556 19,757,991,163 △ 16,936,662,607

本年度純資産変動額 3,064,017,032 20,527,071,774 △ 17,463,054,742 0
前年度末純資産残高 52,787,326,284 75,565,239,811 △ 22,777,913,527 -
本年度末純資産残高 55,851,343,316 96,092,311,585 △ 40,240,968,269 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。

金額
固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

連結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



連結財務書類 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
　なお、一部の連結対象団体（地方三公社、一般財団法人）においては、原則、取得原価とし
ています。

(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。
　ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入
限度額によっています。

　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 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
　　　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)　全体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（容易に換金可能であり、かつ、価値
変動が僅少なもので、６ヶ月以内に満期日が到来する流動性の高い投資をいいます。ただ
し、一般会計等においては、当市資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規
定した預金等をいいます。）
　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)　採用した消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
　ただし、水道事業会計及びみやぎ県南中核病院企業団については、税抜方式によってい
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)　対象団体（会計）の一覧、連結の方法及び連結対象と判断した理由
　① 連結財務書類の対象範囲は次のとおりです。

宮城県市町村職員退職手当組合
宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合
仙南地域広域行政事務組合
宮城県市町村自治振興センター
みやぎ県南中核病院企業団

　宮城県後期高齢者医療広域連合

　②　対象団体は、すべて比例連結の対象としています。

(2)　出納整理期間
　地方自治法第235条の5に基づき、出納整理期間を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。
　なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会
計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了し
たものとして調整しています。

(3)　表示単位未満の取扱い
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。

(4)　売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。
　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


