
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 44,309,230 固定負債 20,905,367

有形固定資産 42,431,683 地方債 19,755,324
事業用資産 25,496,605 ※ 長期未払金 -

土地 4,256,602 退職手当引当金 1,150,043
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 53,613,371 その他 -
建物減価償却累計額 △ 33,166,624 流動負債 2,171,742 ※

工作物 1,907,436 1年内償還予定地方債 1,994,495
工作物減価償却累計額 △ 1,153,072 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 142,299
航空機 - 預り金 34,949
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 23,077,109
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 38,891 固定資産等形成分 1,540,195

インフラ資産 16,857,546 余剰分（不足分） 21,061,372
土地 2,099,217
建物 318,133
建物減価償却累計額 △ 187,065
工作物 32,398,632
工作物減価償却累計額 △ 18,091,900
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 320,529

物品 101,068
物品減価償却累計額 △ 23,535

無形固定資産 3,602
ソフトウェア 3,602
その他 -

投資その他の資産 1,873,945
投資及び出資金 -

有価証券 -
出資金 -
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 -
長期貸付金 50,595
基金 1,823,350

減債基金 -
その他 1,823,350

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 1,369,446
現金預金 311,020
未収金 615,102
短期貸付金 0
基金 443,324

財政調整基金 121,430
減債基金 321,894

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 - 22,601,567

45,678,676 45,678,676

※ 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。

貸借対照表
（平成３０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



（単位：千円）

経常費用 14,262,452 ※

業務費用 7,253,971 ※

人件費 2,178,495
職員給与費 1,745,592
賞与等引当金繰入額 142,299
退職手当引当金繰入額 -
その他 290,604

物件費等 4,829,165 ※

物件費 2,730,329
維持補修費 263,737
減価償却費 1,835,100
その他 -

その他の業務費用 246,311
支払利息 182,099
徴収不能引当金繰入額 -
その他 64,212

移転費用 7,008,481
補助金等 3,424,298
社会保障給付 1,544,216
他会計への繰出金 2,029,398
その他 10,569

経常収益 903,085
使用料及び手数料 486,524
その他 416,561

純経常行政コスト △ 13,359,367
臨時損失 176,100

災害復旧事業費 109,806
資産除売却損 66,294
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 192,620
資産売却益 192,620
その他 -

純行政コスト △ 13,342,847

※ 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　平成２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 22,570,630 △ 200,655 22,771,285

純行政コスト（△） △ 13,342,847 △ 13,342,847

財源 13,025,508 ※ 13,025,508 ※

税収等 9,960,396 9,960,396

国県等補助金 3,065,111 3,065,111

本年度差額 △ 317,339 △ 317,339

固定資産等の変動（内部変動） 1,392,574 △ 1,392,574

有形固定資産等の増加 1,589,196 △ 1,589,196

有形固定資産等の減少 △ 103,333 103,333

貸付金・基金等の増加 174,817 △ 174,817

貸付金・基金等の減少 △ 268,106 268,106

資産評価差額 - -

無償所管換等 348,276 348,276

その他 - - -

本年度純資産変動額 30,936 ※ 1,740,850 △ 1,709,914 ※

本年度末純資産残高 22,601,567 ※ 1,540,195 21,061,372 ※

※ 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　平成２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 12,554,294

業務費用支出 5,545,751
人件費支出 2,318,108
物件費等支出 2,994,065
支払利息支出 182,099
その他の支出 51,479

移転費用支出 7,008,543
補助金等支出 3,424,298
社会保障給付支出 1,544,216
他会計への繰出支出 2,029,460
その他の支出 10,569

業務収入 12,901,184 ※

税収等収入 9,972,265
国県等補助金収入 2,020,780
使用料及び手数料収入 492,344
その他の収入 415,796

臨時支出 109,806
災害復旧事業費支出 109,806
その他の支出 -

臨時収入 53,871
業務活動収支 290,955
【投資活動収支】

投資活動支出 1,447,797
公共施設等整備費支出 1,142,410
基金積立金支出 204,187
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 101,200
その他の支出 -

投資活動収入 1,532,320
国県等補助金収入 727,722
基金取崩収入 508,366
貸付金元金回収収入 99,763
資産売却収入 196,469
その他の収入 -

投資活動収支 84,523
【財務活動収支】

財務活動支出 1,979,772
地方債償還支出 1,979,772
その他の支出 -

財務活動収入 1,600,200
地方債発行収入 1,600,200
その他の収入 -

財務活動収支 △ 379,572
△ 4,094
141,992
137,898

前年度末歳計外現金残高 127,995
本年度歳計外現金増減額 45,126
本年度末歳計外現金残高 173,122 ※

本年度末現金預金残高 311,020

※ 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　平成２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



（単位：千円）

経常費用 14,262,452 ※

業務費用 7,253,971 ※

人件費 2,178,495 　
職員給与費 1,745,592
賞与等引当金繰入額 142,299
退職手当引当金繰入額 -
その他 290,604

物件費等 4,829,165 ※

物件費 2,730,329
維持補修費 263,737
減価償却費 1,835,100
その他 -

その他の業務費用 246,311
支払利息 182,099
徴収不能引当金繰入額 -
その他 64,212

移転費用 7,008,481
補助金等 3,424,298
社会保障給付 1,544,216
他会計への繰出金 2,029,398
その他 10,569

経常収益 903,085
使用料及び手数料 486,524
その他 416,561

純経常行政コスト 13,359,367
臨時損失 176,100

災害復旧事業費 109,806
資産除売却損 66,294
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 192,620
資産売却益 192,620
その他 -

純行政コスト 13,342,847 13,342,847
財源 13,025,508 ※ 13,025,508 ※

税収等 9,960,396 9,960,396
国県等補助金 3,065,111 3,065,111

本年度差額 △ 317,339 △ 317,339
固定資産等の変動（内部変動） 1,392,574 △ 1,392,574

有形固定資産等の増加 1,589,196 △ 1,589,196
有形固定資産等の減少 △ 103,333 103,333
貸付金・基金等の増加 174,817 △ 174,817
貸付金・基金等の減少 △ 268,106 268,106

資産評価差額 - -
無償所管換等 348,276 348,276
その他 - - -

本年度純資産変動額 30,936 ※ 1,740,850 △ 1,709,914 ※

前年度末純資産残高 22,570,630 △ 200,655 22,771,285
本年度末純資産残高 22,601,567 ※ 1,540,195 21,061,372 ※

※ 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。

行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成２９年４月１日　
至　平成３０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）



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

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。
　ウ　取得日や取得原価が不明の土地については備忘価額としており、次年度以降順次再
調達価額の積算が終わったものから調査判明増として調整することとしています。
②無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・取得原価
　ただし、平成27年度以前調達のソフトウェアについては、残存価額1円のもののみであ
るため、登録しないこととしております。

有形固定資産等の減価償却の方法
①有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・定額法
②無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・定額法
　（ソフトウェアについては、利用見込み期間（5年）に基づく定額法によっていま
す。）

引当金の計上基準及び算定方法
①退職手当引当金
　退職手当組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給
された額の総額を控除した額に、退職手当組合における積立金額の運用益のうち新ひだか
町へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

資金収支計算書における資金の範囲
現金及び現金同等物（預金等）
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。

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
　物品及び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（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。
　ただし、平成28年度以降調達のものより順次計上することとし、平成27年度以前に調達
した物品の計上は行わないこととしています。
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100万円未満であるときに修繕費と
して処理しています。

２．重要な会計方針の変更等

３．重要な後発事象

４．偶発債務

５．追加情報
対象範囲（対象とする会計名）

一般会計
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

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係数をもって会計年度末の係数としていま
す。

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

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。
地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況



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　　　－（比率なし）
　連結実質赤字比率　－（比率なし）
　実質公債費比率　　13.7%
　将来負担比率　　　96.8%

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 ： 33,166,623,863円
事業用資産／工作物 ： 1,153,072,241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 ： 0円
インフラ資産／建物 ： 187,065,093円
インフラ資産／工作物 ： 18,091,899,575円
インフラ資産／その他 ： 0円
物品 ： 23,535,187円

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

15,804,840千円
将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定
要素）

標準財政規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,409,620千円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額　 1,996,119千円
将来負担額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,205,379千円
充当可能基金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,075,447千円
特定財源見込額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,576,953千円
地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額　　　　　19,376,566千円

一時借入金の増減額が含まれていない旨並びに一時借入金の限度額及び利子の
金額

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。
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　　　3,000,000千円
　一時借入金に係る利子額　　　581,255円


