
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 313,068,390,252   固定負債 41,296,682,551

    有形固定資産 281,632,947,674     地方債 39,022,658,551

      事業用資産 77,082,781,803     長期未払金 -

        土地 16,504,194,062     退職手当引当金 2,123,106,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 127,692,000

        建物 126,307,697,076     その他 23,226,000

        建物減価償却累計額 -68,028,653,710   流動負債 4,961,890,338

        工作物 9,736,879,306     １年内償還予定地方債 4,470,111,635

        工作物減価償却累計額 -7,688,007,071     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 3,380,400     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -169,020     賞与等引当金 295,387,336

        航空機 -     預り金 190,584,867

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,806,500

        その他 16,221,600 負債合計 46,258,572,889

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 231,239,160   固定資産等形成分 316,548,049,270

      インフラ資産 201,716,826,375   余剰分（不足分） -42,792,214,720

        土地 143,284,359,165

        建物 2,543,584,308

        建物減価償却累計額 -1,863,342,649

        工作物 157,674,779,909

        工作物減価償却累計額 -100,229,680,457

        その他 37,706,523

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 269,419,576

      物品 11,484,092,745

      物品減価償却累計額 -8,650,753,249

    無形固定資産 254,694,672

      ソフトウェア 228,932,965

      その他 25,761,707

    投資その他の資産 31,180,747,906

      投資及び出資金 14,535,375,454

        有価証券 461,446,658

        出資金 14,073,928,796

        その他 -

      投資損失引当金 -5,258,338,257

      長期延滞債権 236,645,343

      長期貸付金 928,810,416

      基金 20,748,211,332

        減債基金 5,843,817,240

        その他 14,904,394,092

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,956,382

  流動資産 6,946,017,187

    現金預金 2,511,204,552

    未収金 955,155,709

    短期貸付金 -

    基金 3,479,659,018

      財政調整基金 3,479,659,018

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,092 純資産合計 273,755,834,550

資産合計 320,014,407,439 負債及び純資産合計 320,014,407,439

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 150,000

純行政コスト 28,554,299,846

    その他 26,400

  臨時利益 8,805,180

    資産売却益 8,655,180

    資産除売却損 74,189,824

    投資損失引当金繰入額 8,107,844

    損失補償等引当金繰入額 -33,585,000

純経常行政コスト 28,230,277,078

  臨時損失 332,827,948

    災害復旧事業費 284,088,880

  経常収益 1,129,675,017

    使用料及び手数料 327,203,196

    その他 802,471,821

      社会保障給付 2,663,161,981

      他会計への繰出金 1,478,921,763

      その他 369,765,109

        その他 55,649,571

    移転費用 12,644,096,284

      補助金等 8,132,247,431

      その他の業務費用 305,941,120

        支払利息 240,333,075

        徴収不能引当金繰入額 9,958,474

        維持補修費 411,141,392

        減価償却費 6,415,665,821

        その他 -

        その他 248,672,308

      物件費等 12,517,193,932

        物件費 5,690,386,719

        職員給与費 3,371,724,115

        賞与等引当金繰入額 295,387,336

        退職手当引当金繰入額 -23,063,000

  経常費用 29,359,952,095

    業務費用 16,715,855,811

      人件費 3,892,720,759

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

科目名 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 275,247,507,119 320,074,024,285 -44,826,517,166

  純行政コスト（△） -28,554,299,846 -28,554,299,846

  財源 27,289,356,918 27,289,356,918

    税収等 22,843,941,445 22,843,941,445

    国県等補助金 4,445,415,473 4,445,415,473

  本年度差額 -1,264,942,928 -1,264,942,928

  固定資産等の変動（内部変動） -3,299,245,374 3,299,245,374

    有形固定資産等の増加 2,866,324,467 -2,866,324,467

    有形固定資産等の減少 -6,668,892,174 6,668,892,174

    貸付金・基金等の増加 2,714,983,065 -2,714,983,065

    貸付金・基金等の減少 -2,211,660,732 2,211,660,732

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -226,729,641 -226,729,641

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,491,672,569 -3,525,975,015 2,034,302,446

本年度末純資産残高 273,755,834,550 316,548,049,270 -42,792,214,720

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



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 190,680,265

本年度歳計外現金増減額 -95,398

本年度末歳計外現金残高 190,584,867

本年度末現金預金残高 2,511,204,552

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,265,459,267

本年度資金収支額 580,452,758

前年度末資金残高 1,740,166,927

本年度末資金残高 2,320,619,685

  財務活動支出 4,842,654,267

    地方債償還支出 4,842,654,267

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,577,195,000

    地方債発行収入 3,577,195,000

    貸付金元金回収収入 395,442,776

    資産売却収入 45,130,767

    その他の収入 8,607,000

投資活動収支 -2,439,125,600

【財務活動収支】

    貸付金支出 378,900,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,125,541,536

    国県等補助金収入 897,585,000

    基金取崩収入 1,778,775,993

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,564,667,136

    公共施設等整備費支出 2,866,324,467

    基金積立金支出 1,400,375,669

    投資及び出資金支出 919,067,000

  臨時支出 284,088,880

    災害復旧事業費支出 284,088,880

    その他の支出 -

  臨時収入 652,398,811

業務活動収支 4,285,037,625

  業務収入 26,731,200,230

    税収等収入 22,847,931,224

    国県等補助金収入 2,842,929,148

    使用料及び手数料収入 326,731,261

    その他の収入 713,608,597

    移転費用支出 12,644,096,284

      補助金等支出 8,132,247,431

      社会保障給付支出 2,663,161,981

      他会計への繰出支出 1,478,921,763

      その他の支出 369,765,109

    業務費用支出 10,170,376,252

      人件費支出 3,909,619,937

      物件費等支出 5,958,967,169

      支払利息支出 240,333,075

      その他の支出 61,456,071

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 22,814,472,536



１ 重要な会計方針 

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

取得価額が判明しているものについては取得原価、取得原価が不明なものは原則と

して再調達原価で評価しております。ただし昭和 59 年度以前に取得したものは取得

価額不明なものとして取扱い、再調達原価で評価しております。また、対象とする

有形固定資産は取得価額が 50万円（美術品は 300 万円）以上のものを計上していま

す。  

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

 ① 市場価格のある有価証券等 

保有していないため記載を省略します。 

② 市場価格のない有価証券等 

取得価額により計上しています。ただし実質価額が著しく低下したものについ

ては、相当の減額を行い計上しています。 

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

    保有していないため記載を省略します。 

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産（リース資産を除きます。）…定額法 

 ② 無形固定資産（リース資産を除きます。）…定額法 

 ③ リース資産 

  ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    ………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 

  イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    ………リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法 

(5) 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て

います。 

 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徴収不能見込額を計上して

います。 



   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徴収不能見込額を計上

しています。 

 ② 退職手当引当金 

   期末自己都合要支給額を計上しています。 

 ③ 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ています。 

 ④ 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。 

(6) リース取引の処理方法 

 ① ファイナンス・リース取引 

   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。 

 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。 

(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（南砺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

払いを含んでいます。  

(8) 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）以上のもの

を資産として計上しています。 

   ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

② 消費税等の会計処理 

税込方式を採用しています。 

２ 重要な会計方針の変更等 

(1) 会計方針の変更 

  該当なし 



(2) 表示方法の変更 

  該当なし 

３ 重要な後発事象 

(1) 主要な業務の改廃 

  該当なし 

(2) 組織・機構の大幅な変更 

  該当なし 

(3) 地方財政制度の大幅な改正 

  該当なし 

(4) 重大な災害等の発生 

  該当なし 

４ 偶発債務 

(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況 

  該当なし 

(2) 係争中の訴訟等 

  該当なし 

５ 追加情報 

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

 ① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

・ 一般会計 

・ バス事業特別会計 

 ② 一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

対象範囲に差異はありません。 

 ③ 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。 

 ④ 各項目の金額を表示単位未満で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。 



 ⑤ 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   － ％ 

   連結実質赤字比率 － ％ 

   実質公債費比率  3.7％ 

   将来負担比率   － ％ 

 ⑥ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額  5,191 千円 

 ⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額  

   継続費逓次繰越額 

   （一般会計）        0 千円 

      繰越明許費繰越額 

    (一般会計)    3,358,707 千円 

      事故繰越繰越額 

   （一般会計）        0 千円 

 ⑧ 過年度修正等に関する事項 

   該当なし 

(2) 貸借対照表に係る事項 

 ① 基準変更による影響額等は次のとおりです。 

  ア 財務書類の対象となる会計の変更 

    該当なし 

 ② 売却可能資産に係る資産科目別の金額 

    事業用資産  3,416,564 千円 

    －－－－－－－－－－－－－－－ 

     土地    2,916,400 千円 

     建物     476,352 千円 

     その他     23,810 千円 

    平成 30 年 3 月 31 日時点における普通財産の売却可能価額を記載しています。 

 ④ 減債基金に係る積立不足額 なし



 ⑤ 基金借入金（繰替運用） なし 

 ⑥ 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  

   52,337,833 千円

 ⑦ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次

のとおりです。 

   標準財政規模                     21,050,256 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  5,724,569 千円 

   将来負担額                      63,432,439 千円 

   充当可能基金額                    18,990,865 千円 

   充当可能特定財源見込額                 950,266 千円 

   地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額     52,337,833 千円 

 ⑧ 地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース

債務金額   29,033 千円 

 ⑨ 管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登記が

行われていない法定外公共物の財務情報 

   該当なし 

   なお、当該資産は貸借対照表の資産に計上されません。 

 ⑩ 道路、河川及び水路の敷地の評価額について、基準モデル等に基づいた評価を当該

評価額とした場合は、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」63段落による評価

額  

該当なし 

(3) 行政コスト計算書に係る事項 

 基準変更による影響額の内訳 

 該当なし 

(4) 純資産変動計算書に係る事項 

 純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

 ① 固定資産等形成分 

   固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上していま



す。 

 ② 余剰分（不足分） 

   純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

(5) 資金収支計算書に係る事項 

 純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

①  基礎的財政収支 

業務活動収支（支払利息支出を除く）          4,525,371 千円 

投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く）△2,817,526 千円 

基礎的財政収支                    1,707,845 千円 

 ② 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

   資金収支計算書 

    業務活動収支          4,285 百万円 

    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    投資活動収入の国県等補助金収入  897 百万円 

    減価償却費          △6,416 百万円 

    賞与等引当金繰入額（増減額）  △295 百万円 

    退職手当引当金繰入額（増減額）   23 百万円 

    徴収不能引当金繰入額（増減額）   2 百万円 

    資産除売却益（損）        △66 百万円 

    未収債権額・未払債務額等の増減  305 百万円 

   純資産変動計算書の本年度差額  △1,265 百万円 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  ④ 一時借入金 

   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   5,020,000 千円 

    一時借入金に係る利子額     27 千円 

  ⑤ 重要な非資金取引 

   該当なし    


