
*出力条件
*会計年度 ： R2
*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 56,383,485 ※ 固定負債 24,543,577

有形固定資産 54,156,768 地方債等 16,517,429
事業用資産 17,021,185 長期未払金 2,760

土地 6,112,598 退職手当引当金 1,822,102
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 23,113,804 その他 6,201,286
建物減価償却累計額 △ 13,469,424 流動負債 1,970,424
工作物 2,261,331 1年内償還予定地方債等 1,804,508
工作物減価償却累計額 △ 1,168,437 未払金 25,531
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 30
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 118,786
航空機 - 預り金 21,569
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 26,514,001
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 171,313 固定資産等形成分 57,303,998

インフラ資産 36,232,302 ※ 余剰分（不足分） △ 24,921,217
土地 12,101,595
建物 530,219
建物減価償却累計額 △ 218,233
工作物 54,784,677
工作物減価償却累計額 △ 31,106,092
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 140,135

物品 2,431,929
物品減価償却累計額 △ 1,528,647

無形固定資産 1,134,004 ※

ソフトウェア 17,841
その他 1,116,162

投資その他の資産 1,092,713
投資及び出資金 △ 287,194

有価証券 -
出資金 △ 259,043
その他 △ 28,151

投資損失引当金 -
長期延滞債権 251,973
長期貸付金 0
基金 1,144,835

減債基金 -
その他 1,144,835

その他 -
徴収不能引当金 △ 16,901

流動資産 2,862,497 ※

現金預金 1,411,326
未収金 160,251
短期貸付金 -
基金 1,268,387

財政調整基金 1,223,484
減債基金 44,903

棚卸資産 25,632
その他 -
徴収不能引当金 △ 3,098

繰延資産 - 32,382,781
59,245,982 58,896,782

※ 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

全体貸借対照表
（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 ： R2
*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 16,232,923
業務費用 6,546,047

人件費 1,667,421
職員給与費 1,299,985
賞与等引当金繰入額 118,786
退職手当引当金繰入額 -
その他 248,650

物件費等 4,605,223
物件費 2,414,504
維持補修費 254,918
減価償却費 1,774,570
その他 161,231

その他の業務費用 273,403
支払利息 117,833
徴収不能引当金繰入額 10,975
その他 144,595

移転費用 9,686,876
補助金等 8,462,255
社会保障給付 910,885
他会計への繰出金 308,091
その他 5,645

経常収益 856,542
使用料及び手数料 537,041
その他 319,501

純経常行政コスト △ 15,376,381
臨時損失 26,996

災害復旧事業費 -
資産除売却損 25,904
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 1,092

臨時利益 0
資産売却益 0
その他 0

純行政コスト △ 15,403,377

※ 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　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 ： R2
*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 32,372,659 ※ 58,572,122 △ 26,199,462

純行政コスト（△） △ 15,403,377 △ 15,403,377

財源 15,660,437 15,660,437

税収等 9,021,556 9,021,556

国県等補助金 6,638,881 6,638,881

本年度差額 257,060 257,060

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,021,196 1,021,196

有形固定資産等の増加 2,208,661 △ 2,208,661

有形固定資産等の減少 △ 3,197,701 3,197,701

貸付金・基金等の増加 43,045 △ 43,045

貸付金・基金等の減少 △ 75,201 75,201

資産評価差額 4,548 4,548

無償所管換等 53,030 53,030

その他 △ 304,516 △ 304,506 △ 10

本年度純資産変動額 10,122 △ 1,268,124 1,278,245 ※

本年度末純資産残高 32,382,781 57,303,998 △ 24,921,217

※ 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　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 ： R2
*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 14,282,168 ※

業務費用支出 4,595,292 ※

人件費支出 1,661,907
物件費等支出 2,681,965
支払利息支出 126,819
その他の支出 124,602

移転費用支出 9,686,876
補助金等支出 8,462,255
社会保障給付支出 910,885
他会計への繰出支出 308,091
その他の支出 5,645

業務収入 15,852,917
税収等収入 8,871,001
国県等補助金収入 6,186,476
使用料及び手数料収入 505,202
その他の収入 290,238

臨時支出 1,092
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 1,092

臨時収入 13
業務活動収支 1,569,670
【投資活動収支】

投資活動支出 1,457,696
公共施設等整備費支出 1,110,425
基金積立金支出 651,310
投資及び出資金支出 △ 304,039
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 730,793
国県等補助金収入 419,264
基金取崩収入 269,275
貸付金元金回収収入 433
資産売却収入 21,639
その他の収入 20,182

投資活動収支 △ 726,903
【財務活動収支】

財務活動支出 1,716,102
地方債償還支出 1,700,934
その他の支出 15,168

財務活動収入 840,929
地方債発行収入 1,117,300
その他の収入 △ 276,371

財務活動収支 △ 875,173
△ 32,406
1,422,163
1,389,757

前年度末歳計外現金残高 20,338
本年度歳計外現金増減額 1,231
本年度末歳計外現金残高 21,569
本年度末現金預金残高 1,411,326

※ 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　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



《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 

(１)主要な業務の改廃 

花園守口ふるさと村運営事業特別会計が平成 30 年度をもって廃止となったため、連結の対象外と

なりました。また、平成 31 年度より下水道事業会計が法適用化されたことに伴い、新たに連結対象会

計に加わっています。 

 

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   〃 

下水道事業会計 公営事業会計（法適用） 

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。 

（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（令和 3 年 3 月 31 日時点の簿価） 

土地   881,812 千円 

建物   133,292 千円 

（５）減価償却累計額 

事業用資産／建物       13,469,424 千円 

事業用資産／工作物      1,168,437 千円 

インフラ資産／建物        218,233 千円 

インフラ資産／工作物     31,106,092 千円 

物品                 1,528,647 千円 


