
（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

【様式第１号】

全体貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

43,681,446,490 -
18,701,999,513 3,376,210,000
1,562,934,200 -

94,861,826,587 41,234,839,411
88,655,030,389 32,046,900,670

△ 1,758,644,661 90,673,248
- -
- -

55,467,359,096 5,811,728,741
△ 33,804,314,338 3,849,924,984

3,165,894,622 3,371,312,380

- 25,863,634
- 負債合計 45,084,764,395
-

- -
- 278,197,029
- 83,878,693

1,613,241,226
△ 531,391,795
93,657,512,253

346,218,058 98,009,673,524
42,982,779,366 △ 40,776,001,346
3,429,224,054 -

699,030,486
6,655,391,544

△ 4,664,587,011

△ 55,884,836,858
-
-

6,202,648,998
99,985,288
13,682,288

4,147,200
4,147,200

-

5,757,244,314
-

5,757,244,314
-

86,303,000
-
-

355,263,989
-

-
3,147,846,937
2,520,980,210

△ 9,844,593
7,456,609,986
3,965,580,330

337,933,884

- 純資産合計 57,233,672,178

資産合計 102,318,436,573 負債及び純資産合計 102,318,436,573

626,866,727
11,517,778

-
△ 6,268,943



（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

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自  令和02年4月1日
至  令和03年3月31日

科目 金額

330,910,193

41,537,689,177

14,056,699,420

4,817,173,345

3,570,631,592

277,704,529

-

968,837,224

8,739,213,405

4,118,288,327

961,947,351

3,328,067,534

38,974,942,289

500,312,670

225,827,729

11,146,461

263,338,480

27,480,989,757

20,487,360,766

6,389,589,115

604,039,876

2,562,746,888

1,333,452,742

1,229,294,146

-

10,366,616

40,309,242,132

1,344,666,459

1,247,245,491

84,545,741

-

12,875,227

10,366,616

-



（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 91,311,095,123 △ 35,100,169,603 -

純行政コスト（△） △ 40,309,242,132

財源 40,695,673,401 -

税収等 19,733,803,162

国県等補助金 20,961,870,239

本年度差額 386,431,269 -

固定資産等の変動（内部変動） 6,745,563,121 △ 6,745,563,121

有形固定資産等の増加 10,066,270,693 △ 10,066,270,693

有形固定資産等の減少 △ 3,345,747,075 3,345,747,075

貸付金・基金等の増加 2,603,269,731 △ 2,603,269,731

貸付金・基金等の減少 △ 2,578,230,228 2,578,230,228

資産評価差額 1,564,196

無償所管換等 △ 48,205,518

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 343,398 683,300,109

本年度純資産変動額 6,698,578,401 △ 5,675,831,743 -

本年度末純資産残高 98,009,673,524 △ 40,776,001,346 -

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 合計

1,564,196

56,210,925,520

△ 40,309,242,132

40,695,673,401

19,733,803,162

20,961,870,239

386,431,269

△ 48,205,518

-

-

682,956,711

1,022,746,658

57,233,672,178



（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

225,827,729

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 金額

38,596,609,890
11,115,620,133
4,816,455,743
5,477,730,728

1,247,245,491

595,605,933
27,480,989,757
20,487,360,766
6,389,589,115

604,039,876
34,297,009,454
19,721,992,204
11,877,100,980
1,329,267,848
1,368,648,422
1,254,502,391

1,196,132,586

7,256,900
8,033,254,646
2,479,151,819

6,302,783,996
3,837,497,025
2,465,286,971

-
-
-

3,736,631,163

233,520,070

2,428,302,809
-
-

112,195,768
△ 2,566,152,833

3,280,921,378
3,276,223,022

4,698,356
3,603,366,070
3,369,846,000

本年度資金収支額 235,443,678
前年度末資金残高 3,646,257,959
本年度末資金残高 3,881,701,637

84,889,190
△ 1,010,497

83,878,693
3,965,580,330

322,444,692



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規則に基づく評価方法

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 10年 ～ 50年

工作物 8年 ～ 75年

物品 3年 ～ 20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。 

後期高齢者医療事業（市町村） 全部連結 -

国民健康保険特別会計 全部連結

温泉給湯事業特別会計 全部連結 -

健康交流館事業特別会計 全部連結 -

-

介護保険事業特別会計 全部連結 -

公共下水道事業 全部連結 -

国民宿舎事業特別会計 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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