
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 44,817,076 ※ 固定負債 21,436,892

有形固定資産 42,845,286 ※ 地方債 20,149,618
事業用資産 25,611,759 ※ 長期未払金 0

土地 4,297,021 退職手当引当金 1,287,274
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 51,294,348 その他 0
建物減価償却累計額 △ 31,983,791 流動負債 2,114,275
工作物 1,773,844 1年内償還予定地方債 1,979,772
工作物減価償却累計額 △ 1,087,240 未払金 0
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 144,681
航空機 0 預り金 △ 10,178
航空機減価償却累計額 0 その他 0
その他 0 23,551,167
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 1,317,578 固定資産等形成分 △ 200,655

インフラ資産 17,162,771 ※ 余剰分（不足分） 22,771,285
土地 2,083,688
建物 314,145
建物減価償却累計額 △ 172,400
工作物 32,312,590
工作物減価償却累計額 △ 17,471,621
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 96,368

物品 78,435
物品減価償却累計額 △ 7,678

無形固定資産 4,557
ソフトウェア 4,557
その他 0

投資その他の資産 1,967,234
投資及び出資金 0

有価証券 0
出資金 0
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 0
長期貸付金 49,043
基金 1,918,191

減債基金 0
その他 1,918,191

その他 0
徴収不能引当金 0

流動資産 1,304,722 ※

現金預金 269,987
未収金 382,136
短期貸付金 0
基金 652,599 ※

財政調整基金 201,049
減債基金 451,551

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 0 22,570,630

46,121,798 46,121,798 ※

※ 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
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 14,516,318 ※

業務費用 7,199,820 ※

人件費 2,137,324
職員給与費 1,755,691
賞与等引当金繰入額 144,681
退職手当引当金繰入額 -
その他 236,952

物件費等 4,775,616 ※

物件費 2,762,292
維持補修費 183,675
減価償却費 1,829,650
その他 -

その他の業務費用 286,881
支払利息 214,019
徴収不能引当金繰入額 -
その他 72,862

移転費用 7,316,497
補助金等 3,733,664
社会保障給付 1,475,732
他会計への繰出金 2,099,317
その他 7,784

経常収益 823,555
使用料及び手数料 480,476
その他 343,079

純経常行政コスト △ 13,692,763
臨時損失 379,885

災害復旧事業費 327,020
資産除売却損 5,451
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 47,414

臨時利益 209,513
資産売却益 209,513
その他 -

純行政コスト △ 13,863,134 ※

※ 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２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 23,767,841 0 23,767,841

純行政コスト（△） △ 13,863,134 △ 13,863,134

財源 12,665,924 ※ 12,665,924 ※

税収等 10,102,448 10,102,448

国県等補助金 2,563,475 2,563,475

本年度差額 △ 1,197,211 ※ △ 1,197,211 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 200,655 200,655

有形固定資産等の増加 1,227 △ 1,227

有形固定資産等の減少 △ 10,625 10,625

貸付金・基金等の増加 117,698 △ 117,698

貸付金・基金等の減少 △ 308,955 308,955

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 1,197,211 △ 200,655 △ 996,556

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

※ 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２８年４月１日　

至　平成２９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 12,646,808 ※

業務費用支出 5,330,208 ※

人件費支出 2,142,814
物件費等支出 2,945,966
支払利息支出 214,019
その他の支出 27,410

移転費用支出 7,316,600
補助金等支出 3,733,664
社会保障給付支出 1,475,732
他会計への繰出支出 2,099,420
その他の支出 7,784

業務収入 13,239,224
税収等収入 10,125,646
国県等補助金収入 2,286,119
使用料及び手数料収入 485,137
その他の収入 342,322

臨時支出 327,020
災害復旧事業費支出 327,020
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 265,396
【投資活動収支】

投資活動支出 2,628,722
公共施設等整備費支出 2,307,651
基金積立金支出 192,911
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 128,160
その他の支出 -

投資活動収入 1,901,758
国県等補助金収入 461,485
基金取崩収入 1,097,252
貸付金元金回収収入 128,334
資産売却収入 214,687
その他の収入 -

投資活動収支 △ 726,964
【財務活動収支】

財務活動支出 2,088,532
地方債償還支出 2,088,532
その他の支出 -

財務活動収入 2,561,400
地方債発行収入 2,561,400
その他の収入 -

財務活動収支 472,868
11,300

130,692
141,992

前年度末歳計外現金残高 138,173
本年度歳計外現金増減額 △ 10,178
本年度末歳計外現金残高 127,995
本年度末現金預金残高 269,987

※ 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２８年４月１日　
至　平成２９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 14,516,318 ※

業務費用 7,199,820 ※

人件費 2,137,324 　
職員給与費 1,755,691
賞与等引当金繰入額 144,681
退職手当引当金繰入額 -
その他 236,952

物件費等 4,775,616 ※

物件費 2,762,292
維持補修費 183,675
減価償却費 1,829,650
その他 -

その他の業務費用 286,881
支払利息 214,019
徴収不能引当金繰入額 -
その他 72,862

移転費用 7,316,497
補助金等 3,733,664
社会保障給付 1,475,732
他会計への繰出金 2,099,317
その他 7,784

経常収益 823,555
使用料及び手数料 480,476
その他 343,079

純経常行政コスト 13,692,763
臨時損失 379,885

災害復旧事業費 327,020
資産除売却損 5,451
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 47,414

臨時利益 209,513
資産売却益 209,513
その他 -

純行政コスト 13,863,134 13,863,134
財源 12,665,924 ※ 12,665,924 ※

税収等 10,102,448 10,102,448
国県等補助金 2,563,475 2,563,475

本年度差額 △ 1,197,211 ※ △ 1,197,211 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 200,655 200,655
有形固定資産等の増加 1,227 △ 1,227
有形固定資産等の減少 △ 10,625 10,625
貸付金・基金等の増加 117,698 △ 117,698
貸付金・基金等の減少 △ 308,955 308,955

資産評価差額 - -
無償所管換等 - -
その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 1,197,211 △ 200,655 △ 996,556
前年度末純資産残高 23,767,841 0 23,767,841
本年度末純資産残高 22,570,630 △ 200,655 22,771,285

※ 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　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額



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　　13.5%
　将来負担比率　　　98.8%



基金借入金（繰替運用）の内容
まちづくり基金　530,000千円

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

16,000,589千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,610,160千円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額　 2,065,585千円
将来負担額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,281,352千円
充当可能基金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,312,153千円
特定財源見込額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,624,025千円
地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額　　　　　19,887,681千円

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　　　3,500,000千円
　一時借入金に係る利子額　　　695,250円


