
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 376,132,738,287   固定負債 87,516,985,460

    有形固定資産 350,600,334,337     地方債等 66,583,011,893

      事業用資産 85,721,749,094     長期未払金 -

        土地 17,277,619,032     退職手当引当金 2,279,348,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 127,692,000

        立木竹 -     その他 18,526,933,567

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 9,143,673,507

        建物 140,896,754,953     １年内償還予定地方債等 7,558,620,609

        建物減価償却累計額 -74,815,615,123     未払金 640,224,448

        建物減損損失累計額 -     未払費用 8,090,200

        工作物 10,045,785,521     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -7,966,433,144     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 551,696,781

        船舶 -     預り金 376,624,835

        船舶減価償却累計額 -     その他 8,416,634

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 96,660,658,967

        浮標等 3,380,400 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -169,020   固定資産等形成分 380,587,903,062

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -87,556,303,730

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 49,187,315

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 231,239,160

      インフラ資産 258,809,978,602

        土地 143,575,516,519

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,930,352,805

        建物減価償却累計額 -2,279,352,837

        建物減損損失累計額 -

        工作物 240,497,831,690

        工作物減価償却累計額 -127,221,495,674

        工作物減損損失累計額 -

        その他 37,706,523

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 269,419,576

      物品 21,500,933,908

      物品減価償却累計額 -15,432,327,267

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,489,470,563

      ソフトウェア 240,505,381

      その他 2,248,965,182

    投資その他の資産 23,042,933,387

      投資及び出資金 1,660,872,463

        有価証券 461,446,658

        出資金 1,199,299,805

        その他 126,000

      投資損失引当金 -37,520,075

      長期延滞債権 348,295,682

      長期貸付金 335,640,416

      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 -12,566,431

  流動資産 13,559,520,012

    現金預金 6,905,847,982

    未収金 2,186,361,224

    短期貸付金 -

    基金 4,455,164,775

      財政調整基金 4,455,164,775

      減債基金 -

    棚卸資産 19,894,055

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,748,024

  繰延資産 - 純資産合計 293,031,599,332

資産合計 389,692,258,299 負債及び純資産合計 389,692,258,299

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 42,828,530,600

    業務費用 27,561,728,238

      人件費 8,109,539,713

        職員給与費 6,131,853,684

        賞与等引当金繰入額 517,985,781

        退職手当引当金繰入額 -22,468,000

        その他 1,482,168,248

      物件費等 18,282,693,755

        物件費 8,340,757,180

        維持補修費 621,278,987

        減価償却費 9,316,287,484

        その他 4,370,104

      その他の業務費用 1,169,494,770

        支払利息 878,611,317

        徴収不能引当金繰入額 15,956,288

        その他 274,927,165

    移転費用 15,266,802,362

      補助金等 12,231,790,872

      社会保障給付 2,665,041,981

      その他 369,969,509

  経常収益 9,097,444,507

    使用料及び手数料 7,521,845,306

    その他 1,575,599,201

純経常行政コスト 33,731,086,093

  臨時損失 343,101,809

    災害復旧事業費 284,088,880

    資産除売却損 79,788,027

純行政コスト 34,064,401,808

    損失補償等引当金繰入額 -33,585,000

    その他 4,702,058

  臨時利益 9,786,094

    投資損失引当金 8,107,844

    資産売却益 8,655,180

    その他 1,130,914



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 合計 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 294,077,763,272 386,894,857,576 -92,817,094,304 -

  純行政コスト（△） -34,064,401,808 -34,064,401,808 -

  財源 33,125,188,886 33,125,188,886 -

    税収等 24,403,300,045 24,403,300,045 -

    国県等補助金 8,721,888,841 8,721,888,841 -

  本年度差額 -939,212,922 -939,212,922 -

  固定資産等の変動（内部変動） -6,073,831,036 6,073,831,036

    有形固定資産等の増加 3,596,611,964 -3,596,611,964

    有形固定資産等の減少 -9,589,108,008 9,589,108,008

    貸付金・基金等の増加 1,897,914,374 -1,897,914,374

    貸付金・基金等の減少 -1,979,249,366 1,979,249,366

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -233,123,478 -233,123,478

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 126,172,460 - 126,172,460

  本年度純資産変動額 -1,046,163,940 -6,306,954,514 5,260,790,574 -

本年度末純資産残高 293,031,599,332 380,587,903,062 -87,556,303,730 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 6,905,847,982

財務活動収支 -3,817,469,482

本年度資金収支額 515,388,097

前年度末資金残高 6,199,875,018

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 6,715,263,115

    地方債等償還支出 8,056,460,154

    その他の支出 2,204,328

  財務活動収入 4,241,195,000

    地方債等発行収入 4,241,195,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 45,130,767

    その他の収入 8,607,000

投資活動収支 -2,359,131,368

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,058,664,482

    その他の支出 76,222,000

  投資活動収入 3,260,632,156

    国県等補助金収入 1,077,775,620

    基金取崩収入 1,799,775,993

    貸付金元金回収収入 329,342,776

  投資活動支出 5,619,763,524

    公共施設等整備費支出 3,589,021,460

    基金積立金支出 1,568,820,064

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 385,700,000

    災害復旧事業費支出 284,088,880

    その他の支出 4,675,658

  臨時収入 653,379,725

業務活動収支 6,691,988,947

【投資活動収支】

    税収等収入 23,831,451,864

    国県等補助金収入 7,046,555,474

    使用料及び手数料収入 7,279,918,206

    その他の収入 1,469,061,275

  臨時支出 288,764,538

    移転費用支出 15,266,802,362

      補助金等支出 12,231,790,872

      社会保障給付支出 2,665,041,981

      その他の支出 369,969,509

  業務収入 39,626,986,819

    業務費用支出 18,032,810,697

      人件費支出 8,112,595,065

      物件費等支出 8,781,956,680

      支払利息支出 878,611,317

      その他の支出 259,647,635

連結資金収支計算書
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 33,299,613,059



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。 

    地方公営企業法が適用される会計については、同法の会計基準に基づき計上して

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 

  一般会計等（棚卸資産）…………………個別法による原価法 

  病院事業会計（貯蔵品）…………………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

  水道事業会計（貯蔵品）…………………先入先出法による原価法  

(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。 

 ③ 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。 

 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ています。 

 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。 

(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) 連結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、一般会計及び各特別会計においては、原則として取得価額又は見

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。なお、地方公営企業法が適用される会計については、

税抜方式により処理しています。 

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 

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) 連結対象会計 

     ・国民健康保険事業特別会計 

     ・国民健康保険診療所事業特別会計 

     ・後期高齢者医療事業特別会計 

     ・介護事業特別会計 

     ・訪問看護事業特別会計 

     ・工業用地造成事業特別会計 

     ・病院事業会計 

     ・水道事業会計 

     ・下水道事業会計 

① 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。 

 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。 


