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報告書に記載している金額や比率については、原則として表示単位未満を四捨五

入して表示しております。なお、合計が100％になる比率については端数調整を行

っております。 
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１ 新地方公会計制度導入の意義 

公会計制度改革は、「発生主義・複式簿記」の考え方を導入することで、スト

ック（保有）やコスト（資源の消費）情報の取得を可能にし「自治体の資産・

債務改革などに資するツールの整備」を目指します。さらに、会計の範囲とし

て一般会計のみならず、特別会計、地方三公社、一部事務組合、第三セクター

なども含めた「連結ベース」で管理するものです。 
これにより、今までの自治体の会計では得られなかった、「連結ベース」での

ストックやコスト情報の取得を可能にし、適正な「資産・債務管理」を目指す

ものです。 
したがって、貸借対照表や行政コスト計算書などの財務書類 4 表や固定資産

台帳を作成すること自体が目標ではなく、財務書類 4 表や固定資産台帳等の情

報を使って各自治体が創意工夫した経営を行うことが必要です。そして、この

財務書類 4 表を住民に対して開示することにより、透明性の向上や説明責任が

履行されるとともに、資産・債務の適切な管理を行うことが可能となります。 

 

２ 財務書類の概要 

１）貸借対照表 

今までに整備してきた道路、公園、学校など、富加町の保有する財産の状況

や地方債の現在高などの財政情報をよりわかりやすく提供するため、年度末時

点において保有する資産の状況や、将来において負担することとなっている負

債の状況を、ストック情報として総括的に表す財務書類です。 

２）行政コスト計算書 

地方自治体の行政活動は、将来の世代も利用できる資産の形成だけではなく、

人的サービスや給付サービスなどの行政活動が大きな比重を占めています。し

たがって、１年間に実施された行政活動の状況をコストという側面から把握す

ることが重要です。 

行政コスト計算書は、行政サービスに要したコストを収入と対照表示するた

めの一覧表で、行政コストの内容の分析を行うことを目的として、行政全般の

活動状況を説明する財務書類です。 

３）純資産変動計算書 

 行政コスト計算書では、その目的がコスト計算であることから、民間企業の

損益計算書の売上高にあたる部分には手数料や利用料などしか反映されていま

せん。そこで、税収等の財源を純資産変動計算書に財源の増加として収容し、

純資産の部の計算に含めています。 

純資産変動計算書は、貸借対照表の「純資産の部」に関して、その各項目の

期首（年度当初）からの変動履歴を表す財務書類です。  
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４）資金収支計算書 

 資金収支計算書は、歳入・歳出をその性質に応じて大きく業務活動収支、投

資活動収支及び財務活動収支の３つに区分して、１年間に実施された行政活動

の状況を資金の流れとして表す財務書類です。これにより、投資活動や財務活

動による支出とそれに対応する財源を示し、投資・財務活動収支の状況がどの

ようになっているのか、また、この２つの収支以外の部分として把握される業

務活動収支がどのような状況になっているのかを示します。 

 

３ 財務書類 4 表の関係 

 財務書類 4表の相互の関係は次のとおりです。 

 

      【貸借対照表】             【行政コスト計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

     【資金収支計算書】           【純資産変動計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸借対照表の「純資産の部」の変動状況を表したものが、純資産変動計算書

です。 

純資産変動計算書における純資産の変動要因の主なものが「純行政コスト」

と「財源」（税収等・国県補助金）です。そのうち「純行政コスト」の明細を

示すものが行政コスト計算書となります。 

資金収支計算書は、資金の動きを表す財務書類であるので、「本年度末現金

預金残高」は、貸借対照表の「現金預金」と一致します。 

 

資産の部 

・・・ 

・・・ 

 

 

・・・ 

 

負債の部 

 

現金預金 純資産 
の部 

 経常費用・臨時損失 

     ｜ 

経常収益・臨時利益 

     

    純行政コスト 

収 入 
 ｜ 
支 出 

      
  本年度資金収支額 
     ＋ 

前年度末資金残高 
      
 
 
 

本年度末資金残高 

前年度末純資産残高 
     ｜ 
 
 
     ＋ 
税収等、国県等補助金 

     ± 
資産評価差額等 

      
 

純行政コスト 

本年度末純資産残高 

＝ 

＝
＝

＝

本年度末歳計外現金残高 
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４ 財務書類（一般会計等）の状況 

１）貸借対照表の状況 

① 資産 

平成29年度では総資産は98億円であり、住民（H29年3月31日現在 5,717人）

一人当たり172万円になります。その大部分は道路、公園などの社会資本を中心

とした有形固定資産78億円（住民一人当たり136万円）であり、その他の資産で

は、投資等と流動資産に区分されている基金の合計が15億円、現金預金が2.7億

円等となっています。 

＜住民一人当たり指標＞               （単位：万円） 

 平成28年度 平成29年度 差 

総資産 172 172 0 

有形固定資産 141 136 △5 

 
近隣自治体との比較                 （単位：万円） 

 坂祝町(H29) 富加町(H29) 

総資産 190 172 

有形固定資産 153 136 

② 負債 

負債の総額は24億円で、住民一人当たり42万円になります。そのうち、地方

債現在高は、固定負債の地方債と流動負債の１年内償還予定地方債を合わせて

23億円（住民一人当たり39万円）となっています。退職手当引当金は、平成29

年度末に退職した職員を除く平成29年度末現在一般会計等に属する職員全員が

普通退職したと想定した場合の必要額で、0.8億円になります。 

＜住民一人当たり指標 ＞              （単位：万円） 

 平成28年度 平成29年度 差 

負債総額 43 42 △1 

地方債 42 39 △3 

 
近隣自治体との比較                 （単位：万円） 

 坂祝町(H29) 富加町(H29) 

負債総額 34 42 

地方債 33 39 
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２）行政コスト計算書の状況 

① 行政コストと収益項目 

 平成29年度の経常費用は29億円です。その主なものは人件費の中の職員給与

費4.9億円、物件費等の中の物件費7.2億円、移転費用の中の補助金等4.7億円な

どとなっています。経常収益に関しては、1.3億円であり、その主なものは使用

料及び手数料の0.6億円です。 

② 性質別行政コスト 

 性質別の行政コストの構成では、「物にかかるコスト」が40.6％を占めてい

ます。また、「移転支出的なコスト」も36.5％を占めています。そして、この

二種類のコストで経常行政コスト全体の約77.1％を占めています。 

                           （単位：％） 

構成比 平成28年度 平成29年度 差 

人にかかるコスト 24.3 21.4 △2.9 

物にかかるコスト 34.5 40.6 6.1 

移転支出的なコスト 39.7 36.5 △3.2 

その他のコスト 1.5 1.5 0.0 

※移転支出的なコスト…他の主体に移転して効果が発生するコスト 

扶助費、補助費等、繰出金、他団体等への補助金等 

 
近隣自治体との比較                  （単位：％） 

構成比 坂祝町(H29) 富加町(H29) 

人にかかるコスト 22.2 21.4 

物にかかるコスト 41.4 40.6 

移転支出的なコスト 35.2 36.5 

その他のコスト 1.2 1.5 

 

３) 純資産変動計算書の状況 

純行政コスト27.7億円に対し、税収等、国県等補助金の合計が28.2億円計上

されており、0.5億円の財源超過となっています。それらの結果から、期末純資

産残高は74億円となっています。 

４) 資金収支計算書の状況 

平成29年度の業務活動による資金収支では、4.4億円のプラスとなりました。

一方、投資活動による資金収支は2.7億円のマイナスとなり、また財務活動によ

る資金収支においては1.2億円のマイナスとなった結果、全体の資金収支（本年

度資金収支額）は0.5億円のプラスとなっています。その結果、本年度末資金残

高が2.7億円となっています。 
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５ 財務書類（一般会計等）の分析 

① 資産形成度 

「資産形成度」とは「将来世代に残る資産はどれくらいあるのか」といった

住民の関心に基づく分析の視点です。 

○ 歳入額対資産比率 

当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、これまでに

形成されたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するのかを表し、自

治体の資産形成度合いを測ることができます。 

 計算式： 資産合計 ÷ 歳入総額 

      歳入総額…資金収支計算書の各部の収入の総計と前年度末資金残
高の合計 

 ※ 値が大きくなることは将来世代に残る資産が増加していることを意味し
ます                

          （単位：年） 

      平成28年度 平成29年度 差 

歳入額対資産比率 3.5 3.0 △0.5 

 
近隣自治体との比較                  （単位：年） 

 坂祝町(H29) 富加町(H29) 

歳入額対資産比率 4.7 3.0 

 
 
○ 有形固定資産減価償却率 
有形固定資産のうち、償却資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合を

計算することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過している

のかを全体として把握することができます。 

計算式： 減価償却累計額 ÷ 有形固定資産（償却資産のみ） 

 ※ 値が大きくなることは資産の老朽化が進んでいることを意味します。 

（単位：％） 

        平成28年度 平成29年度 差 

有形固定資産減価償却率 58.3 60.3 2.0 

 

近隣自治体との比較                  （単位：％） 

 坂祝町(H29) 富加町(H29) 

有形固定資産減価償却率 70.5 60.3 
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② 世代間公平性 

「世代間公平性」とは「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」といっ

た住民の関心に基づく分析の視点です。 

○ 純資産比率 

企業の財務分析において、財務の安全性を測る指標として用いられる自己資

本比率に相当するものです。資産合計に対する将来の返済や支出を伴わない純

資産の割合であることから、高いほど財政が健全といえます。 

また、純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動された

ことを意味します。 

計算式： 純資産合計 ÷ 資産合計 

※ 値が大きくなることは将来世代の負担の分担が減少したことを意味しま

す。 

（単位：％） 

 平成28年度 平成29年度 差 

純資産比率 75.0 75.6 0.6 

 
近隣自治体との比較                  （単位：％） 

 坂祝町(H29) 富加町(H29) 

純資産比率 82.3 75.6 

 

③ 効率性 

「効率性」とは「行政サービスは効率的に提供されているのか」といった住

民の関心に基づく分析の視点です。 

 

○ 行政コスト対公共資産比率 

行政コストの公共資産に対する比率をみることで、どれだけの資産でどれだ

けの行政サービスを提供しているのか（資産が効率的に活用されているのか）

を分析することができます。 

 計算式： 経常費用 ÷ （有形固定資産 ＋ 無形固定資産） 

※ 値が大きくなることは公共資産の活用度合いが上昇したことを意味しま

す。 
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（単位：％） 

       平成28年度 平成29年度 差 

行政コスト対公共資産比率 32.5 37.2 4.7 

 

近隣自治体との比較                  （単位：％） 

       坂祝町(H29) 富加町(H29) 

行政コスト対公共資産比率 26.3 37.2 

 

④ 弾力性 

「弾力性」とは「資産形成を行う余裕はどのくらいあるのか」といった住民

の関心に基づく分析の視点です。 

○ 行政コスト対税収等比率 

税収などの一般財源等に対する純行政コストの比率をみることによって、当

該年度の税収等のうち、どれだけが資産形成の伴わない純行政コストに消費さ

れたのかが分かります。 

この値が 100％を上回る場合は純行政コストを税収等の財源で賄いきれてい

ないことを表します。 

 計算式： 純行政コスト ÷ 財源（税収等 ＋ 国県補助金） 

 ※ 値が大きくなることは資産形成に対する余裕が小さくなることを意味し

ます。 

（単位：％） 

       平成28年度 平成29年度 差 

行政コスト対税収等比率 106.6 98.2 △8.4 

近隣自治体との比較                  （単位：％） 

 坂祝町(H29) 富加町(H29) 

行政コスト対税収等比率 118.8 98.2 

 

⑤ 自立性 

「自立性」とは「受益者負担の水準はどうなっているのか」といった住民の

関心に基づく分析の視点です。 

○ 受益者負担比率（使用料及び手数料） 

 行政コスト計算書の「使用料及び手数料」は行政サービスに係る受益者負担

の金額であるので、これを「経常費用」と比較することにより、行政サービス

の提供に対する受益者負担の割合を算出することができます。これにより、自

治体の受益者負担の特徴を把握することができます。 
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 計算式： 使用料及び手数料 ÷ 経常費用 

 ※ 値が大きくなることは受益者負担が増したことを意味します。 

（単位：％） 

       平成28年度 平成29年度 差 

受益者負担比率 2.2 2.0 △0.2 

平成 28 年度は使用料及び手数料に保育所保育料等を含めていましたが、平成

29 年度から税収等に含めることに変更しましたので、平成 28 年度の数値を補正

し比較しています。 

近隣自治体との比較                  （単位：％） 

 坂祝町(H29) 富加町(H29) 

受益者負担比率 1.4 2.0 

 

⑥ 持続可能性（健全性） 

「持続可能性」とは「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」

といった住民の関心に基づく分析の視点です。 

○ 債務償還可能年数 

 実質債務（地方債残高等（退職手当引当金等を含む。）から充当可能基金等

を控除した実質的な債務）が償還財源上限額（資金収支計算書における業務活

動収支の黒字分（臨時収支分を除く。））の何年分あるかを示す指標です。 

  

 計算式：（将来負担額－充当可能基金残高）÷（業務収入等－業務支出） 

   業務収入等 ＝ 業務収入＋減収補填債特例分発行額＋臨時財政対策債発行可能額 

※ 値が小さくなることは債務償還能力が高いことを意味します。 

 

（単位：年） 

       平成28年度 平成29年度 差 

債務償還可能年数 6.4 3.9 △2.5 

 

近隣自治体との比較                  （単位：年） 

 坂祝町(H29) 富加町(H29) 

債務償還可能年数 6.2 3.9 
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（ 参考 各財務書類の構成  ） 

貸借対照表の構成  
 

（１）資産の部 

①有形固定資産 

・固定資産台帳データの金額を集計 

・減価償却は、定額法により取得の翌年度から行い、残存価格をゼロとする（土地につい

ては減価償却を行わない） 

②投資及び出資金 

・市場価格の無い出資金等については、 実質価格を算出し、それが取得価格に比べ、30％

以上低下した場合には、その実質価格により算出した金額により計上 

③貸付金、基金 

・貸付金及び基金の現在高 

④長期延滞債権、徴収不能引当金 

・収入未済額のうち、前年度以前に発生した債権について「長期延滞債権」に計上 

・「長期延滞債権」及び「貸付金」のうち、将来回収不能となると見込まれるものを「徴収

不能引当金」に計上 

⑤現金預金 

・形式収支に相当する「歳計現金」と「歳計外現金」の合計を計上 

⑥未収金 

・収入未済額のうち、当年度に発生した債権について計上、そのうち、将来回収不能とな

ると見込まれるものを、「徴収不能引当金」に計上 

 

 
 
 
  



10
 

 
（２） 負債の部 

①固定負債 

○地方債 

・年度末における地方債残高から、流動負債に計上する「１年内償還予定地方債」を控除

した額 

○退職手当引当金 

・年度末に職員全員が普通退職したと想定し、その退職手当の要支給額を計上（退職手当

組合積立金を考慮） 

②流動負債 

○１年内償還予定地方債 

・年度末における地方債残高のうち、 翌年度償還予定額を計上 

○賞与等引当金 

・翌年度の 6 月に支払う予定の期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費のうち、当年度

負担相当額を計上 

〇預り金 

・基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債を計上 

（３） 純資産の部 

①固定資産等形成分 

・資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、原則として金銭以外の形態（固定資産等）

で保有されている 

②余剰分 

・自治体の消費可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭の形態で保有されている 
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行政コスト計算書の構成 
 

計上項目 内 容 

経 

 

常 

 

費 

 

用 

職員給与費 給料、共済費等から前年度賞与等引当金計上額を除いた金額 

賞与等引当金繰入額 当該年度の貸借対照表に計上した賞与等引当金の額 

退職手当引当金繰入

額 

当該年度に引当金として新たに繰り入れた額（退職手当組合積立金の増減を考

慮） 

物件費 旅費、光熱水費、委託料、備品購入費などの経費 

維持補修費 施設などの維持修繕に要する経費 

減価償却費 固定資産の経年劣化等に伴い、価値が減少したと認められる金額 

支払利息 地方債及び一時借入金の利子支払額 

徴収不能引当金繰入

額 

町税や使用料などのうち、徴収不能見込額として新たに貸借対照表に計上した

金額 

補助金等 各種団体に対する負担金や補助金など 

社会保障給付 障がい者や高齢者に対する援護措置、児童手当等の給付、生活保護などに要

する経費 

他会計への繰出金 特別会計など他会計に対する繰出金など 

経常
収益 使用料及び手数料 

当該年度の収入額と、長期延滞債権及び未収金として新たに貸借対照表に計

上した金額 

臨時損失 
費用の定義に該当するもののうち、臨時に発生するもの、資産除売却損、災害復

旧事業費など 

臨時利益 収益の定義に該当するもののうち、臨時に発生するもの、資産売却益など 
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純資産変動計算書の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計 上 項 目 内   容 

純行政コスト 行政コスト計算書における純行政コスト 

財 
源 

税 収 等 
町税等の当該年度収入額 ＋ 長期延滞債権及び未収金として新たに
貸借対照表に計上した額 

国県等補助金 国庫支出金及び県支出金 

 固定資産等の内部変動 
固定資産等形成分と余剰分（不足分）との内部変動を有形固定資産等
の増加・減少と貸付金・基金等の増加・減少に分類して表示する 

資産評価差額 有価証券等の評価差額 

無償所管換等 無償で取得した固定資産の評価額等 
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資金収支計算書の構成 
 

（１）業務活動収支 

 

・自治体の業務活動から発生する資金収支を計上 

・具体的には、町税、使用料、手数料などの収入と、人件費、物件費、社会保障給付、支

払利息、維持管理費などの支出を計上 

 

（２）投資活動収支 

 

・支出には、自治体で整備する公共施設等整備費、基金積立金、投資及び出資金などに対

する支出を計上 

・ 収入には、その財源となる国県等補助金、基金取崩などの収入を計上 

 

（３）財務活動収支 

 

・支出には、地方債の元金償還額などを計上 

・収入には、地方債発行額などを計上 
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（ 参考 連結の範囲  ） 

１ 連結財務書類を構成する会計・団体・法人 

  連結の範囲は、自治体の一般会計等及び公営事業会計、自治体が設立した
地方三公社、自治体が加入している一部事務組合・広域連合、自治体が出資・
出捐している第三セクター等となります。 

なお、連結対象となる一部事務組合等については、当該団体に対する経費負
担割合により連結処理を行います。 

２ 富加町の連結対象会計・団体 

  富加町における具体的な連結対象は次の表のとおりです。 

 

連 

結 

対 

象
（
連 
結 

財 

務 

書 

類
） 

 
 

富
加
町
全
体
（
全
体
財
務
書
類
） 

一般会計等 ・一般会計 

公営事業会計 

１）公営企業会計 

・水道事業 

２）その他の公営事業会計 

 ・国民健康保険事業 

 ・後期高齢者医療事業 

 ・介護保険事業（保険事業勘定、介護サービス事業

勘定） 

 ・特定環境保全公共下水道事業 ※ 

・農業集落排水事業 ※ 

一部事務組合等 

・可茂衛生施設利用組合 

・岐阜県市町村会館組合 

・可茂消防事務組合 

・美濃加茂市富加町中学校組合 

・岐阜県市町村職員退職手当組合 

・中濃地域農業共済事務組合 

・可茂公設地方卸売市場組合 

・岐阜県後期高齢者医療広域連合 

注）※印の「特定環境保全公共下水道事業」及び「農業集落排水事業」については、地方

公営企業法の財務規定等の適用に向けた作業に着手しており、公営企業への移行が完了

するまでは、連結の範囲から外しております。 
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３ 連結財務書類 分析（年度間の比較） 

① 住民一人当たり指標                  （単位：万円） 

 平成28年度 平成29年度 差 

1 総資産 211 210 △1

2 有形固定資産 164 159 △5

3 負債総額 59 58 △1

4 地方債 44 43 △1

② 性質別行政コスト 構成比                （単位：％） 

 平成28年度 平成29年度 差 

1 人にかかるコスト 15.5 14.2 △1.3

2 物にかかるコスト 24.2 27.9 3.7

3 移転支出的なコスト 58.7 56.4 △2.3

4 その他のコスト 1.6 1.5 △0.1

③ 比率分析 

         平成28年度 平成29年度 差 

1 純資産比率       （％） 72.0 72.5 0.5

2 行政コスト対公共資産比率（％） 51.5 56.4 4.9

3 行政コスト対税収等比率 （％） 102.5 97.9 △4.6

4 受益者負担比率     （％） 4.3 3.4 △0.9

 

４ 連結財務書類 分析（一般会計等との比較） 

① 住民一人当たり指標                  （単位：万円） 

 一般会計等 連 結 差 

1 総資産 172 210 38

2 有形固定資産 136 159 23

3 負債総額 42 58 16

4 地方債 39 43 4

② 性質別行政コスト 構成比                （単位：％） 

 一般会計等 連 結 差 

1 人にかかるコスト 21.4 14.2 △7.2

2 物にかかるコスト 40.6 27.9 △12.7

3 移転支出的なコスト 36.5 56.4 19.9

4 その他のコスト 1.5 1.5 0.0
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③ 比率分析 

         一般会計等 連 結 差 

1 純資産比率       （％） 75.6 72.5 △3.1

2 行政コスト対公共資産比率（％） 37.2 56.4 19.2

3 行政コスト対税収等比率 （％） 98.2 97.9 △0.3

4 受益者負担比率     （％） 2.0 3.4 1.4

 

５ 一般会計等と連結との主な相違点 

① 連結対象団体との内部取引の相殺消去 

 一般会計等の行政コスト計算書にて「他会計への繰出金」、また、資金収支計

算書にて「他会計への繰出支出」が掲載されていますが、それらは連結内では

内部取引であるため、それぞれ「税収等」「税収等収入」と相殺されます。した

がって、「他会計への繰出金」「他会計への繰出支出」は連結財務書類では掲載

されておりません。 

② 投資及び出資金の相殺消去 

 貸借対照表の「投資及び出資金」について、一般会計等では上水道事業会計

等への出資も含めて計上されますが、連結では上水道事業会計等への出資は連

結内での資金の移動と考え、これらへの出資は控除された結果で計上されます。 

 

③ 財務書類の構成について 

 一般会計等では、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金

収支計算書の４種類の財務書類を作成しますが、連結では資金収支計算書の作

成が省略されています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

一般会計等財務書類 

 

 

 

 

 

 

 

 



富加町 （単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 8,238,923,648 固定負債 2,105,122,057
有形固定資産 7,768,963,852 地方債 2,007,961,901

事業用資産 4,102,786,935 長期未払金 0
土地 1,674,413,011 退職手当引当金 81,764,000
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 5,720,304,810 その他 15,396,156
建物減価償却累計額 ▲ 3,309,408,839 流動負債 284,736,987
工作物 19,292,496 1年内償還予定地方債 244,390,956
工作物減価償却累計額 ▲ 1,814,543 未払金 0
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 33,738,221
航空機 0 預り金 2,469,034
航空機減価償却累計額 0 その他 4,138,776
その他 0 2,389,859,044
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 0 固定資産等形成分 9,519,812,456

インフラ資産 3,603,983,676 余剰分（不足分） ▲ 2,103,781,784
土地 333,928,642
建物 48,993,000
建物減価償却累計額 ▲ 19,597,200
工作物 8,506,029,546
工作物減価償却累計額 ▲ 5,285,083,552
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 19,713,240

物品 111,437,275
物品減価償却累計額 ▲ 49,244,034

無形固定資産 20,257,992
ソフトウェア 20,257,992
その他 0

投資その他の資産 449,701,804
投資及び出資金 186,142,720

有価証券 7,589,700
出資金 178,553,020
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 24,389,842
長期貸付金 21,100,000
基金 219,849,700

減債基金 0
その他 219,849,700

その他 0
徴収不能引当金 ▲ 1,780,458

流動資産 1,566,966,068
現金預金 268,379,592
未収金 7,963,820
短期貸付金 0
基金 1,280,888,808

財政調整基金 1,214,988,964
減債基金 65,899,844

棚卸資産 10,315,206
その他 0
徴収不能引当金 ▲ 581,358 7,416,030,672

9,805,889,716 9,805,889,716資産合計 負債及び純資産合計
純資産合計

【様式第１号】

貸借対照表
（平成３０年 ３月３１日現在）

科目 科目

負債合計



富加町 （単位：円）

金額

経常費用 2,889,930,092

業務費用 1,836,020,056

人件費 618,725,949

職員給与費 493,751,133

賞与等引当金繰入額 33,738,221

退職手当引当金繰入額 37,821,000

その他 53,415,595

物件費等 1,174,786,011

物件費 723,869,636

維持補修費 109,042,349

減価償却費 320,134,026

その他 21,740,000

その他の業務費用 42,508,096

支払利息 21,997,263

徴収不能引当金繰入額 2,042,355

その他 18,468,478

移転費用 1,053,910,036

補助金等 465,234,403

社会保障給付 252,082,788

他会計への繰出金 336,262,522

その他 330,323

経常収益 133,613,962

使用料及び手数料 56,805,254

その他 76,808,708

純経常行政コスト 2,756,316,130

臨時損失 10,935,761

災害復旧事業費 0

資産除売却損 10,935,761

投資損失引当金繰入額 0

損失補償等引当金繰入額 0

その他 0

臨時利益 0

資産売却益 0

その他 0

純行政コスト 2,767,251,891

【様式第２号】

行政コスト計算書
自 平成２９年 ４月 １日
至 平成３０年 ３月３１日

科目



富加町 (単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 7,365,685,386 9,569,094,282 ▲ 2,203,408,896

純行政コスト（△） ▲ 2,767,251,891 ▲ 2,767,251,891

財源 2,817,346,477 2,817,346,477

税収等 2,477,022,619 2,477,022,619

国県等補助金 340,323,858 340,323,858

本年度差額 50,094,586 50,094,586

固定資産等の変動（内部変動） ▲ 49,532,526 49,532,526

有形固定資産等の増加 99,254,925 ▲ 99,254,925

有形固定資産等の減少 ▲ 331,069,787 331,069,787

貸付金・基金等の増加 185,073,208 ▲ 185,073,208

貸付金・基金等の減少 ▲ 2,790,872 2,790,872

資産評価差額 250,700 250,700

無償所管換等 0 0

その他 0 0

本年度純資産変動額 50,345,286 ▲ 49,281,826 99,627,112

本年度末純資産残高 7,416,030,672 9,519,812,456 ▲ 2,103,781,784

【様式第３号】

純資産変動計算書
自 平成２９年 ４月 １日

至 平成３０年 ３月３１日

科目 合計



富加町 （単位：円）

【業務活動収支】

業務支出 2,493,493,336
業務費用支出 1,439,583,300

人件費支出 579,829,491
物件費等支出 822,533,311
支払利息支出 21,997,263
その他の支出 15,223,235

移転費用支出 1,053,910,036
補助金等支出 465,234,403
社会保障給付支出 252,082,788
他会計への繰出金支出 336,262,522
その他の支出 330,323

業務収入 2,936,693,578
税収等収入 2,475,631,698
国県等補助金収入 328,160,618
使用料及び手数料収入 56,092,554
その他の収入 76,808,708

臨時支出 0
災害復旧事業費支出 0
その他の支出 0

臨時収入 0
業務活動収支 443,200,242
【投資活動収支】

投資活動支出 291,268,133
公共施設等整備費支出 99,254,925
基金積立金支出 185,073,208
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 6,940,000
その他の支出 0

投資活動収入 18,383,240
国県等補助金収入 12,163,240
基金取崩収入 0
貸付金元金回収収入 6,220,000
資産売却収入 0
その他の収入 0

投資活動収支 ▲ 272,884,893
【財務活動収支】

財務活動支出 241,775,725
地方債償還支出 237,431,497
その他の支出 4,344,228

財務活動収入 120,000,000
地方債発行収入 120,000,000
その他の収入 0

財務活動収支 ▲ 121,775,725
本年度資金収支額 48,539,624
前年度末資金残高 217,370,934
本年度末資金残高 265,910,558

前年度末歳計外現金残高 2,205,605
本年度歳計外現金増減額 263,429
本年度末歳計外現金残高 2,469,034
本年度末現金預金残高 268,379,592

【様式第４号】

資金収支計算書
自 平成２９年 ４月 １日

至 平成３０年 ３月３１日

科目 金額



 

 

 

 

 

 

 

 

連結財務書類 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



富加町 （単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 10,042,119,472 固定負債 2,972,226,810
有形固定資産 9,075,257,493 地方債等 2,167,480,025

事業用資産 4,658,972,492 長期未払金 0
土地 2,127,663,791 退職手当引当金 489,550,000
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 6,313,175,151 その他 315,196,785
建物減価償却累計額 ▲ 3,801,498,627 流動負債 329,010,930
工作物 46,705,462 1年内償還予定地方債等 262,445,448
工作物減価償却累計額 ▲ 27,868,253 未払金 18,100,474
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 40,858,990
航空機 0 預り金 2,476,242
航空機減価償却累計額 0 その他 5,129,776
その他 20,000 3,301,237,740
その他減価償却累計額 ▲ 18,000 【純資産の部】
建設仮勘定 792,968 固定資産等形成分 11,412,353,293

インフラ資産 4,251,738,667 余剰分（不足分） ▲ 2,696,104,204
土地 338,912,610 他団体出資等分 0
建物 48,993,000
建物減価償却累計額 ▲ 19,597,200
工作物 9,648,281,333
工作物減価償却累計額 ▲ 5,796,564,316
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 31,713,240

物品 600,023,568
物品減価償却累計額 ▲ 435,477,234

無形固定資産 39,172,712
ソフトウェア 20,257,992
その他 18,914,720

投資その他の資産 927,689,267
投資及び出資金 19,268,500

有価証券 16,216,700
出資金 3,051,800
その他 0

長期延滞債権 43,950,600
長期貸付金 21,100,000
基金 790,827,951

減債基金 0
その他 790,827,951

その他 55,403,669
徴収不能引当金 ▲ 2,861,453

流動資産 1,975,367,357
現金預金 514,704,873
未収金 80,504,259
短期貸付金 0
基金 1,370,233,821

財政調整基金 1,304,333,977
減債基金 65,899,844

棚卸資産 10,900,039
その他 0
徴収不能引当金 ▲ 975,635

繰延資産 0 8,716,249,089

12,017,486,829 12,017,486,829

科目 科目

連結貸借対照表
（平成３０年 ３月３１日現在）

【様式第１号】

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計



富加町 （単位：円）

金額

経常費用 5,173,670,464

業務費用 2,255,584,257

人件費 734,571,627

職員給与費 590,900,908

賞与等引当金繰入額 40,742,850

退職手当引当金繰入額 41,745,143

その他 61,182,726

物件費等 1,443,267,957

物件費 914,449,701

維持補修費 135,871,686

減価償却費 371,147,314

その他 21,799,256

その他の業務費用 77,744,673

支払利息 22,728,551

徴収不能引当金繰入額 3,271,079

その他 51,745,043

移転費用 2,918,086,207

補助金等 1,326,944,305

社会保障給付 1,405,208,440

その他 185,933,462

経常収益 277,286,995

使用料及び手数料 174,326,599

その他 102,960,396

純経常行政コスト 4,896,383,469

臨時損失 11,620,682

災害復旧事業費 0

資産除売却損 11,464,109

損失補償等引当金繰入額 0

その他 156,573

臨時利益 0

資産売却益 0

その他 0

純行政コスト 4,908,004,151

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自 平成２９年 ４月 １日
至 平成３０年 ３月３１日

科目



富加町 (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 8,654,600,057 11,411,546,030 ▲ 2,756,945,973

純行政コスト（△） ▲ 4,908,004,151 ▲ 4,908,004,151

財源 5,013,525,729 5,013,525,729

税収等 3,821,480,776 3,821,480,776

国県等補助金 1,192,044,953 1,192,044,953

本年度差額 105,521,578 105,521,578 0

固定資産等の変動（内部変動） 72,470,058 ▲ 72,470,058

有形固定資産等の増加 210,286,754 ▲ 210,286,754

有形固定資産等の減少 ▲ 382,825,158 382,825,158

貸付金・基金等の増加 258,084,819 ▲ 258,084,819

貸付金・基金等の減少 ▲ 13,076,357 13,076,357

資産評価差額 250,700 250,700

無償所管換等 3,538,040 3,538,040

他団体出資等分の増加 0

他団体出資等分の減少 0

比例連結割合変更に伴う差額 ▲ 47,690,278 ▲ 47,690,278

その他 28,992 28,992

本年度純資産変動額 61,649,032 807,263 60,841,769 0

本年度末純資産残高 8,716,249,089 11,412,353,293 ▲ 2,696,104,204 0

科目

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自 平成２９年 ４月 １日

至 平成３０年 ３月３１日

合計


