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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益と対照表示するた

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・国県等補助金）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 

令和元年度では総資産は98億円であり、住民（R2年3月31日現在 5,752人）一

人当たり171万円になります。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75億円（住民一人当たり130万円）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19億円、現金預金が2億円等と

なっています。 

＜住民一人当たり指標＞               （単位：万円） 

 平成30年度 令和元年度 差 

総資産 174 171 △3 

有形固定資産 132 130 △2 

 

近隣自治体との比較                 （単位：万円） 

 坂祝町(R1) 富加町(R1) 

総資産 187 

 

171 

有形固定資産 145 

 

130 

② 負債 

負債の総額は21億円で、住民一人当たり37万円になります。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

21億円（住民一人当たり36万円）となっています。退職手当引当金は、当該年

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（当該年

度末に退職した職員を除く）の必要額ですが、令和元年度は退職手当債務より

も退職手当組合の積立金相当額が大きかったため計上しておりません。 

＜住民一人当たり指標＞               （単位：万円） 

 平成30年度 令和元年度 差 

負債総額 39 37 △2 

地方債 38 36 △2 

 

近隣自治体との比較                 （単位：万円） 

 坂祝町(R1) 富加町(R1) 

負債総額 35 37 

地方債 33 36 
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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 

 令和元年度の経常費用は27億円です。その主なものは人件費の中の職員給与

費5.2億円、物件費等の中の物件費5.1億円、移転費用の中の補助金等4.9億円な

どとなっています。経常収益は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、「その他」に含まれる退職手当引当金の戻入0.2億円などで

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34.7％を占めてい

ます。また、「移転支出的なコスト」も40.9％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75.6％を占めています。 

                           （単位：％） 

構成比 平成30年度 令和元年度 差 

人にかかるコスト 16.8 23.4 6.6 

物にかかるコスト 47.2 34.7 △12.5 

移転支出的なコスト 35.1 40.9 5.8 

その他のコスト 0.9 1.0 0.1 

※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(R1) 富加町(R1) 

人にかかるコスト 22.7 23.4 

物にかかるコスト 40.2 34.7 

移転支出的なコスト 36.3 40.9 

その他のコスト 0.8 1.0 

 

３) 純資産変動計算書の状況 

純行政コスト25.2億円に対し、税収等、国県等補助金の合計が24.2億円計上

されており、1.0億円のコスト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77億円となっています。 

４) 資金収支計算書の状況 

令和元年度の業務活動による資金収支では、0.8億円のプラスとなりました。

また、投資活動による資金収支は0.1億円のプラスとなり、一方で財務活動によ

る資金収支においては1.0億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0.03億円のマイナスとなっています。その結果、本年度末資

金残高が1.6億円となっています。 
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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30年度 令和元年度 差 

歳入額対資産比率 2.5 3.3 0.8 

 

近隣自治体との比較                  （単位：年） 

 坂祝町(R1) 富加町(R1) 

歳入額対資産比率 4.5 3.3 

 

○ 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30年度 令和元年度 差 

有形固定資産減価償却率 62.3 63.7 1.4 

 

近隣自治体との比較                  （単位：％） 

 坂祝町(R1) 富加町(R1) 

有形固定資産減価償却率 72.9 63.7 
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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30年度 令和元年度 差 

純資産比率 77.8 78.2 0.4 

 

近隣自治体との比較                  （単位：％） 

 坂祝町(R1) 富加町(R1) 

純資産比率 81.2 78.2 

 

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30年度 令和元年度 差 

行政コスト対公共資産比率 43.3 35.6 △7.7 

 

近隣自治体との比較                  （単位：％） 

               坂祝町(R1) 富加町(R1) 

行政コスト対公共資産比率 27.3 35.6 

 

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30年度 令和元年度 差 

行政コスト対税収等比率 89.3 104.3 15.0 

近隣自治体との比較                  （単位：％） 

 坂祝町(R1) 富加町(R1) 

行政コスト対税収等比率 114.8 104.3 

 

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30年度 令和元年度 差 

受益者負担比率 1.7 2.1 0.4 

 

近隣自治体との比較                  （単位：％） 

 坂祝町(R1) 富加町(R1) 

受益者負担比率 1.3 2.1 

 

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。 

○ 基礎的財政収支(プライマリーバランス) 

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動収

支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く。）の合算額を算出することによ

り、地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入の

バランスを示す指標となり、当該バランスが均衡している場合には、経済成長

率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、

持続可能な財政運営であるといえます。 

 計算式： 業務活動収支（支払利息支出を除く）＋ 投資活動収支（基金積立

金支出及び基金取崩収入を除く） 

※ 黒字であれば持続可能な財政運営ができていることを意味します。 

（単位：百万円） 

               平成30年度 令和元年度 差 

基礎的財政収支 474 △32 △506 

 

近隣自治体との比較                 （単位：百万円） 

 坂祝町(R1) 富加町(R1) 

基礎的財政収支 △95 △32 
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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 
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（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 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 8,364,708,029 固定負債 1,821,620,190

有形固定資産 7,493,396,389 地方債 1,814,501,586

事業用資産 3,935,600,270 長期未払金 -
土地 1,674,437,893 退職手当引当金 -
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 5,797,680,688 その他 7,118,604
建物減価償却累計額 △ 3,554,075,492 流動負債 319,420,561
工作物 23,086,571 1年内償還予定地方債 261,629,857

工作物減価償却累計額 △ 5,529,390 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 44,347,555
航空機 - 預り金 5,165,597
航空機減価償却累計額 - その他 8,277,552

その他 - 2,141,040,751
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 9,603,012,341

インフラ資産 3,434,643,691 余剰分（不足分） △ 1,921,700,530
土地 393,180,304
建物 48,993,000

建物減価償却累計額 △ 22,046,850
工作物 8,578,365,251
工作物減価償却累計額 △ 5,623,798,667
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 59,950,653

物品 205,923,272

物品減価償却累計額 △ 82,770,844
無形固定資産 11,846,520

ソフトウェア 11,846,520
その他 -

投資その他の資産 859,465,120
投資及び出資金 184,783,533

有価証券 6,230,513
出資金 178,553,020
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 24,939,019
長期貸付金 22,000,000
基金 629,317,324

減債基金 -
その他 629,317,324

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,574,756

流動資産 1,457,644,533
現金預金 166,292,078

未収金 46,973,678
短期貸付金 720,000
基金 1,237,584,312

財政調整基金 1,171,581,974
減債基金 66,002,338

棚卸資産 6,565,284
その他 -

徴収不能引当金 △ 490,819 7,681,311,811
9,822,352,562 9,822,352,562

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
一般会計等貸借対照表

科目 科目

負債合計

（令和 2年 3月31日現在）



富加町 （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

他会計への繰出金

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

15,860,144

15,860,144

2,521,634,247

2,536,263,904

-

1,230,487

-

-

-

-

1,230,487

76,582,012

26,979,784

17,032,118

1,574,756

8,372,910

1,092,294,389

493,356,085

261,019,621

336,976,783

941,900

132,486,989

55,904,977

-

2,668,750,893

1,576,456,504

623,332,141

516,369,012

44,347,555

-

62,615,574

926,144,579

505,327,018

89,506,498

331,311,063

【様式第２号】

一般会計等行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 金額



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 9,830,480,598 △ 2,044,970,797

純行政コスト（△） △ 2,521,634,247

財源 2,416,775,730

税収等 1,997,679,323

国県等補助金 419,096,407

本年度差額 △ 104,858,517

固定資産等の変動（内部変動） △ 228,207,024 228,207,024

有形固定資産等の増加 220,041,171 △ 220,041,171

有形固定資産等の減少 △ 331,311,063 331,311,063

貸付金・基金等の増加 79,143,983 △ 79,143,983

貸付金・基金等の減少 △ 196,081,115 196,081,115

資産評価差額 △ 862,000

無償所管換等 1,600,767

その他 - △ 78,240

本年度純資産変動額 △ 227,468,257 123,270,267

本年度末純資産残高 9,603,012,341 △ 1,921,700,530

1,600,767

△ 78,240

△ 104,197,990

7,681,311,811

△ 862,000

△ 104,858,517

【様式第３号】

一般会計等純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 合計

7,785,509,801

△ 2,521,634,247

2,416,775,730

1,997,679,323

419,096,407



【様式第4号】

富加町 （単位：円）

【業務活動収支】

業務支出 2,340,506,371

業務費用支出 1,248,211,982

人件費支出 615,523,888

物件費等支出 608,032,616

支払利息支出 17,032,118

その他の支出 7,623,360

移転費用支出 1,092,294,389

補助金等支出 493,356,085

社会保障給付支出 261,019,621

他会計への繰出支出 336,976,783

その他の支出 941,900

業務収入 2,420,167,791

税収等収入 1,996,100,427

国県等補助金収入 318,807,537

使用料及び手数料収入 53,513,277

その他の収入 51,746,550

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 79,661,420

【投資活動収支】

投資活動支出 253,208,477

公共施設等整備費支出 206,842,071

基金積立金支出 39,786,406

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 6,580,000

その他の支出 -

投資活動収入 265,581,014

国県等補助金収入 63,039,870

基金取崩収入 180,641,000

貸付金元金回収収入 6,040,000

資産売却収入 15,860,144

その他の収入 -

投資活動収支 12,372,537

【財務活動収支】

財務活動支出 246,430,458

地方債償還支出 246,430,458

その他の支出 -

財務活動収入 151,300,000

地方債発行収入 151,300,000

その他の収入 -

財務活動収支 △ 95,130,458

△ 3,096,501

164,222,982

161,126,481

前年度末歳計外現金残高 3,994,395

本年度歳計外現金増減額 1,171,202

本年度末歳計外現金残高 5,165,597

本年度末現金預金残高 166,292,078

前年度末資金残高

本年度末資金残高

一般会計等資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

科目 金額

本年度資金収支額



 
 
 
 
 
 
 
 
 

連結財務書類 



富加町 （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

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】

連結貸借対照表
（令和 2年 3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

4,509,265,350 0

2,075,027,905 462,849,310

0 0

10,366,904,138 2,869,982,096

8,952,162,014 2,072,294,961

△ 31,240,799 42,846,981

0 0

0 0

6,408,731,151 334,837,825

△ 4,000,311,136 394,138,738

57,058,229 285,555,270

0 9,234,421

20,587 負債合計 3,264,120,834

△ 20,587

0 0

0 51,335,919

0 5,166,147

48,993,000

△ 22,046,850

9,874,112,589

0 11,718,123,976

4,203,231,492 △ 2,784,549,258

398,164,272 0

70,687,653

761,162,602

△ 521,497,430

△ 6,166,679,172

0

0

1,387,133,340

18,027,621

14,974,361

27,608,784

11,846,520

15,762,264

1,233,987,974

0

1,233,987,974

70,531,858

3,053,260

0

44,841,389

22,000,000

720,000

1,350,499,838

1,284,497,500

△ 2,255,502

1,830,791,414

376,800,388

96,109,913

0 純資産合計 8,933,574,718

資産合計 12,197,695,552 負債及び純資産合計 12,197,695,552

66,002,338

7,784,697

0

△ 1,123,422



富加町 （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

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】

連結行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月 31日

科目 金額

61,367

4,985,119,003

2,027,106,543

745,663,313

614,341,195

51,335,758

8,114,485

71,871,875

1,215,628,517

713,161,284

104,490,140

397,915,726

4,700,002,796

65,814,713

17,770,880

2,137,914

45,905,919

2,958,012,460

1,294,235,743

1,470,209,699

193,567,018

285,116,207

172,775,248

112,340,959

15,907,397

0

4,685,805,007

1,709,608

0

479,121

0

1,230,487

15,907,397



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 11,947,368,756 △ 2,882,255,468 0

純行政コスト（△） △ 4,685,805,007 0

財源 4,563,170,774 0

税収等 2,976,312,508 0

国県等補助金 1,586,858,266 0

本年度差額 △ 122,634,233 0

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

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 0

その他 0

本年度純資産変動額 △ 229,244,780 97,706,210 0

本年度末純資産残高 11,718,123,976 △ 2,784,549,258 0

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　　平成31年 4月 1日

至　　令和 2年 3月31日

科目 合計

△ 862,000

9,065,113,288

△ 4,685,805,007

4,563,170,774

2,976,312,508

1,586,858,266

△ 122,634,233

△ 9,613,954

1,600,767

△ 29,150

△ 131,538,570

8,933,574,718
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