
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
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
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産 - 純資産合計 56,744,218,545

資産合計 94,913,982,326 負債及び純資産合計 94,913,982,326

314,336,192
11,826,593

-
△ 5,438,569

10,562,495
4,348,286,459
4,033,950,267

△ 12,605,076
7,725,757,768
3,115,263,568

245,257,222

5,073,872,233
-

5,073,872,233
-

81,303,000
5,000,000

-
380,042,457

1,001,060

5,546,240,197
103,929,523
17,626,523

3,130,520
3,130,520

-

395,810,375
5,993,192,206

△ 4,392,893,820

△ 52,719,043,325
-
-

998,772,861
△ 474,990,402
85,678,092,806

174,306,000 91,547,073,512
37,588,609,527 △ 34,802,854,967
3,709,967,212 -

- 14,177,973
- 負債合計 38,169,763,781
-

- -
- 285,379,513
- 78,975,951

△ 1,658,576,890 51,760,788
- -
- -

53,822,908,518 2,470,381,199
△ 32,158,553,307 3,387,911,056

2,305,248,020 2,957,616,831

18,401,679,387 3,420,467,000
1,562,934,200 -

87,188,224,558 34,781,852,725
81,638,853,841 28,891,004,526

【様式第１号】

全体貸借対照表
(平成31年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

42,449,945,928 -



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

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

資産売却益

その他

純行政コスト

4,569,783

2,410,670

32,698,045,363

380,634,770

156,746,598

219,368,124

-

4,520,048

6,980,453

-

32,324,391,046

621,360,354

252,617,321

17,949,589

350,793,444

20,575,649,801

14,337,783,827

6,009,931,421

227,934,553

1,852,643,570

1,124,019,863

728,623,707

182,721,458

34,177,034,616

13,601,384,815

4,694,881,125

3,581,451,470

283,809,513

-

829,620,142

8,285,143,336

3,642,355,185

1,623,149,683

2,836,917,010

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自  平成30年4月1日
至  平成31年3月31日

科目 金額



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 91,372,857,820 △ 34,560,162,342 -

純行政コスト（△） △ 32,698,045,363

財源 32,640,022,305 -

税収等 19,622,839,817

国県等補助金 13,017,182,488

本年度差額 △ 58,023,058 -

固定資産等の変動（内部変動） 248,795,989 △ 248,795,989

有形固定資産等の増加 3,092,302,309 △ 3,092,302,309

有形固定資産等の減少 △ 2,882,337,484 2,882,337,484

貸付金・基金等の増加 1,693,366,543 △ 1,693,366,543

貸付金・基金等の減少 △ 1,654,535,379 1,654,535,379

資産評価差額 △ 1,211,848

無償所管換等 △ 72,766,043

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 602,406 64,126,422

本年度純資産変動額 174,215,692 △ 242,692,625 -

本年度末純資産残高 91,547,073,512 △ 34,802,854,967 -

△ 72,766,043

-

-

63,524,016

△ 68,476,933

56,744,218,545

△ 1,211,848

56,812,695,478

△ 32,698,045,363

32,640,022,305

19,622,839,817

13,017,182,488

△ 58,023,058

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日

科目 合計



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
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
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

84,591,743
△ 5,615,792

78,975,951
3,115,263,568

562,091,380
本年度資金収支額 85,880,679
前年度末資金残高 2,950,406,938
本年度末資金残高 3,036,287,617

50,312,718

1,407,571,896
414,504

8,215,303
105,018,500

△ 3,060,832,818

2,934,021,338
2,919,271,275

14,750,063
3,496,112,718
3,445,800,000

91,858,000

53,700
1,608,983,000
2,584,622,117

4,673,911,021
3,097,170,225
1,570,740,796

6,000,000
-
-

1,613,078,203

156,746,598

445,764,086
20,575,649,801
14,337,783,827
6,009,931,421

227,934,553
32,719,434,272
19,613,557,006
11,316,341,488
1,118,746,275

670,789,503
156,800,298

252,617,321

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日

科目 金額

31,586,994,857
11,011,345,056
4,686,738,617
5,626,225,032



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年度以降に取得したもの

取得原価が判明しているもの・・・・・・・・・・・取得原価

取得原価が判明していないもの・・・・・・・・・・再調達原価

ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

法適用会計については、各会計の基準に従って作成しています。

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

法適用会計については、各会計の基準に従って作成しています。

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法

① 有価証券

ア　市場価格のあるもの・・・・・・・・・・・財務書類作成基準日における市場価格

イ　市場価格のないもの・・・・・・・・・・・取得原価

② 出資金

ア　市場価格のあるもの・・・・・・・・・・・財務書類作成基準日における市場価格

イ　市場価格のないもの・・・・・・・・・・・出資金額

ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状況の悪化により出資金の価値が著しく

低下した場合には、相当の減額を行うこととしております。なお、出資金の価値の低下割合が

30％以上である場合には、「著しく低下した場合」に該当するものとしています。

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

連結対象会計の会計基準に基づく評価方法

全体財務書類　注記
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全体財務書類　注記

（４）有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・・・・・定額法

　　なお、主な耐用年数は以下の通りです。

建物 15年 ～ 50年

工作物 8年 ～ 75年

物品 2年 ～ 15年

法適用会計については、各会計の基準に従って作成しています。

② 無形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・・・・・定額法

　　（ソフトウェアについては、見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。）

法適用会計については、各会計の基準に従って作成しています。

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 

法適用会計については、各会計の基準に従って作成しています。

（５）引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

なし

② 徴収不能引当金

未収金ならびに徴収不能引当金については、過去 5 年間の平均不能欠損率により、徴収不能見込

み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の持分相当額を加算した

　額を控除した額を計上しています。 

④損失補償等引当金

なし

⑤賞与等引当金

翌年度の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。
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全体財務書類　注記

（６）リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、１件当たりの契約額が300万円以上であり、かつ契約終了

後に所有権が移転する場合に限り、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。

（７）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（日置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け払いを含ん

でいます。

（８）消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、一部の会計については、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

なし

（２）表示方法の変更

なし

（３）資金収支計算書における資金の範囲の変更

なし

３．重要な後発事象

（１）主要な業務の改廃

なし

（２）組織・機構の大幅な変更

なし

（３）地方財政制度の大幅な改正

なし

（４）重大な災害等の発生

なし
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全体財務書類　注記

４．偶発債務

（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況

なし

（２）係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの

なし

（３）その他主要な偶発債務

なし

５．追加情報

（１）全体財務書類の対象範囲

全体財務書類の対象範囲については、一般会計等財務書類の対象範囲に下記会計を含みます。

（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

る現金の受け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）表示単位未満の取扱い

表示単位未満の金額は四捨五入することとしておりますが、四捨五入により合計金額が一致しない場合

があります。　

介護保険事業特別会計 全部連結

健康交流館事業特別会計 全部連結 -

国民健康保険特別会計 全部連結 -

-

後期高齢者医療事業（市町村） 全部連結 -

国民宿舎事業特別会計 全部連結 -

温泉給湯事業特別会計 全部連結 -

団体名 連結方法 比例連結割合

水道事業 全部連結 -
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