
*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 50,376,107 ※ 固定負債 19,736,495 ※

有形固定資産 48,485,076 ※ 地方債等 15,834,602
事業用資産 16,663,010 長期未払金 37,817

土地 5,760,121 退職手当引当金 1,921,453
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 21,315,877 その他 1,942,622
建物減価償却累計額 △ 11,588,229 流動負債 1,653,294 ※

工作物 1,909,654 1年内償還予定地方債等 1,429,069
工作物減価償却累計額 △ 844,954 未払金 102,988
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 450
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 105,171
航空機 0 預り金 15,615
航空機減価償却累計額 0 その他 0
その他 0 21,389,789
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 110,541 固定資産等形成分 51,660,391

インフラ資産 31,280,213 ※ 余剰分（不足分） △ 19,926,610
土地 11,829,075
建物 454,358
建物減価償却累計額 △ 176,343
工作物 46,459,922
工作物減価償却累計額 △ 27,450,552
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 163,754

物品 1,862,196
物品減価償却累計額 △ 1,320,342

無形固定資産 20,099
ソフトウェア 0
その他 20,099

投資その他の資産 1,870,931 ※

投資及び出資金 16,845
有価証券 0
出資金 16,845
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 306,884
長期貸付金 3,114
基金 1,580,875

減債基金 0
その他 1,580,875

その他 0
徴収不能引当金 △ 36,786

流動資産 2,747,463 ※

現金預金 1,288,281
未収金 119,165
短期貸付金 0
基金 1,284,185 ※

財政調整基金 1,194,176
減債基金 90,008

棚卸資産 57,569
その他 0
徴収不能引当金 △ 1,737

繰延資産 - 31,733,781
53,123,570 53,123,570

※ 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。

全体貸借対照表
（平成２９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 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

経常費用 14,266,458 ※

業務費用 5,729,392 ※

人件費 1,494,799 ※

職員給与費 1,273,200
賞与等引当金繰入額 104,645
退職手当引当金繰入額 19,853
その他 97,100

物件費等 3,943,750
物件費 2,371,686
維持補修費 55,597
減価償却費 1,513,226
その他 3,241

その他の業務費用 290,843
支払利息 146,527
徴収不能引当金繰入額 22,543
その他 121,773

移転費用 8,537,066
補助金等 7,379,991
社会保障給付 828,734
他会計への繰出金 320,580
その他 7,761

経常収益 751,690
使用料及び手数料 430,030
その他 321,660

純経常行政コスト △ 13,514,768
臨時損失 53,987 ※

災害復旧事業費 33,790
資産除売却損 17,688
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 2,510

臨時利益 16,961
資産売却益 14,455
その他 2,506

純行政コスト △ 13,551,795 ※

※ 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。

全体行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

前年度末純資産残高 31,738,410 ※ 51,499,934 △ 19,761,523

純行政コスト（△） △ 13,551,795 △ 13,551,795

財源 13,417,245 13,417,245

税収等 9,802,166 9,802,166

国県等補助金 3,615,079 3,615,079

本年度差額 △ 134,550 △ 134,550

固定資産等の変動（内部変動） 30,537 △ 30,537

有形固定資産等の増加 2,511,227 △ 2,511,227

有形固定資産等の減少 △ 2,294,814 2,294,814

貸付金・基金等の増加 423,618 △ 423,618

貸付金・基金等の減少 △ 609,494 609,494

資産評価差額 - -

無償所管換等 130,496 130,496

その他 △ 576 △ 576 -

本年度純資産変動額 △ 4,630 160,458 ※ △ 165,087

本年度末純資産残高 31,733,781 ※ 51,660,391 ※ △ 19,926,610

※ 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。

全体純資産変動計算書
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）



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 12,677,355

業務費用支出 4,140,289
人件費支出 1,472,193
物件費等支出 2,414,299
支払利息支出 146,527
その他の支出 107,270

移転費用支出 8,537,066
補助金等支出 7,379,991
社会保障給付支出 828,734
他会計への繰出支出 320,580
その他の支出 7,761

業務収入 13,488,998 ※

税収等収入 9,756,242
国県等補助金収入 3,101,577
使用料及び手数料収入 434,146
その他の収入 197,032

臨時支出 36,300
災害復旧事業費支出 33,790
その他の支出 2,510

臨時収入 18,636
業務活動収支 793,978 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 2,184,406 ※

公共施設等整備費支出 1,760,787
基金積立金支出 423,618
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 1,151,199 ※

国県等補助金収入 527,551
基金取崩収入 608,060
貸付金元金回収収入 737
資産売却収入 14,850
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,033,207
【財務活動収支】

財務活動支出 1,495,725
地方債償還支出 1,474,370
その他の支出 21,355

財務活動収入 1,667,800
地方債発行収入 1,667,800
その他の収入 -

財務活動収支 172,075
△ 67,154
1,339,819
1,272,666 ※

前年度末歳計外現金残高 15,303
本年度歳計外現金増減額 312
本年度末歳計外現金残高 15,615
本年度末現金預金残高 1,288,281

※ 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

全体資金収支計算書
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



《注記》 

 

１．重要な会計方針 

（１）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。 

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）有価証券等の評価基準及び評価方法 

①満期保有目的有価証券 

該当なし 

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（又は償却原価法（定額法）） 

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）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   24 年～50 年 

工作物  10 年～50 年 

物品   ３年～20 年 

②無形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法 

③所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリ

ース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

・・･･････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 

  



（４）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ます。今回は計上していません。 

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（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収

不能見込額を計上します。 

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（又は個別に回収可能性を検討

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、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、

徴収不能見込額を計上しています。 

③退職手当引当金 

退職手当債務から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、組合における積立金額の運用益のうちかつらぎ町へ按分される

額を加算した額を控除した額を計上しています。 

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ます。今回は計上していません。 

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。 

（５）リース取引の処理方法 

①ファイナンス・リース取引 

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース料総額が

300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

・・・・・・・・・・・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。 

イ ア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。 

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。 

（６）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 

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。 

（７）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、水道事業会計については、税抜方式によっています。 

（８）連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合の処理 

  決算日と連結決算日の差異が３か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体の決算

を基礎として連結手続を行っています。 



２．重要な会計方針の変更等 

   該当なし 

 

３．重要な後発事象 

   該当なし 

 

４．偶発債務 

   該当なし 

 

５．追加情報 

（１）連結対象会計 

会計名 区分 

一般会計 普通会計 

シビックセンター特別会計   〃 

花園地域交流推進施設運営事業特別会計   〃 

国民健康保険事業特別会計 公営事業会計 

天野診療所事業特別会計   〃 

後期高齢者医療事業特別会計   〃 

介護保険事業特別会計   〃 

花園守口ふるさと村運営事業特別会計 公営事業会計（非法適） 

水道事業会計 公営事業会計（法適用） 

公営企業会計及び公営事業会計は、すべて全部連結の対象としています。地方公営企業法の財

務規定適用に向けた移行作業を進めている下水道事業会計・花園梁瀬簡易水道事業会計について

は、移行完了まで統一的な基準による財務書類作成が猶予され、対象外となります。したがって、一

般会計における他会計への繰出金等が内部相殺されない場合があります。 

下水道事業会計 

  企業債残高    3,448,865 千円 

一般会計繰入金    321,718 千円 

   花園梁瀬簡易水道事業会計 

  企業債残高      8,418 千円 

一般会計繰入金      702 千円 

（２）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。 

（３）各項目の金額を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）売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲」 

すべての普通財産（平成 29 年 3 月 31 日時点の簿価） 

土地   359,352 千円 

建物   155,555 千円 



（５）減価償却累計額 

事業用資産／建物       11,588,229 千円 

事業用資産／工作物       844,954 千円 

インフラ資産／建物        176,343 千円 

インフラ資産／工作物     27,450,552 千円 

物品                 1,320,342 千円 


