
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      75,785,275,229 　固定負債      26,506,606,672

　　有形固定資産      69,765,065,275 　　地方債等      23,285,058,672

　　　事業用資産      32,454,445,322 　　長期未払金                  －

　　　　土地      11,529,399,598 　　退職手当引当金       3,221,548,000

　　　　立木竹       1,995,641,810 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      40,361,259,124 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額    △23,139,666,403 　流動負債       2,672,073,732

　　　　工作物       5,236,177,923 　　1年内償還予定地方債等       2,235,165,541

　　　　工作物減価償却累計額     △3,582,976,070 　　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         224,285,157

　　　　航空機                  － 　　預り金         212,623,034

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他          26,652,240 負債合計      29,178,680,404

　　　　その他減価償却累計額         △3,571,400 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          31,528,500 　固定資産等形成分      76,605,970,625

　　　インフラ資産      37,037,972,804 　余剰分（不足分）    △28,796,731,611

　　　　土地         159,016,622

　　　　建物       3,972,798,162

　　　　建物減価償却累計額     △3,399,500,505

　　　　工作物     117,277,820,447

　　　　工作物減価償却累計額    △81,347,232,412

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定         375,070,490

　　　物品       1,388,563,396

　　　物品減価償却累計額     △1,115,916,247

　　無形固定資産          30,345,819

　　　ソフトウェア          30,345,819

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       5,989,864,135

　　　投資及び出資金         394,640,992

　　　　有価証券          64,522,677

　　　　出資金         330,118,315

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金         △3,319,794

　　　長期延滞債権          97,169,268

　　　長期貸付金         292,894,610

　　　基金       5,215,586,457

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額

四万十市



　　　　減債基金       2,631,991,628

　　　　その他       2,583,594,829

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △7,107,398

　流動資産       1,202,644,189

　　現金預金         358,779,763

　　未収金          25,677,382

　　短期貸付金         113,193,861

　　基金         707,501,535

　　　財政調整基金         707,501,535

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △2,508,352 純資産合計      47,809,239,014

資産合計      76,987,919,418 負債及び純資産合計      76,987,919,418

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額

四万十市



経常費用                 19,197,090,789

　業務費用                 10,579,895,682

　　人件費                  3,983,901,617

　　　職員給与費                  3,544,500,122

　　　賞与等引当金繰入額                    224,285,157

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                    215,116,338

　　物件費等                  6,260,126,429

　　　物件費                  3,502,475,912

　　　維持補修費                    122,459,495

　　　減価償却費                  2,635,191,022

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                    335,867,636

　　　支払利息                    206,387,359

　　　徴収不能引当金繰入額                             －

　　　その他                    129,480,277

　移転費用                  8,617,195,107

　　補助金等                  3,243,084,248

　　社会保障給付                  3,544,879,015

　　他会計への繰出金                  1,804,166,242

　　その他                     25,065,602

経常収益                  1,387,548,178

　使用料及び手数料                  1,009,720,331

　その他                    377,827,847

純経常行政コスト                 17,809,542,611

臨時損失                    102,684,039

　災害復旧事業費                    102,029,539

　資産除売却損                        654,500

　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                    354,793,506

　資産売却益                     79,310,506

　その他                    275,483,000

純行政コスト                 17,557,433,144

一般会計等行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額

四万十市



77,890,376,393 △29,699,033,04348,191,343,350前年度末純資産残高

△17,557,433,144△17,557,433,144　純行政コスト（△）

17,177,815,96317,177,815,963　財源

12,915,173,11512,915,173,115　　税収等

4,262,642,8484,262,642,848　　国県等補助金

△379,617,181△379,617,181　本年度差額

△1,281,918,613 1,281,918,613　固定資産等の変動（内部変動）

1,443,443,176 △1,443,443,176　　有形固定資産等の増加

△2,635,845,522 2,635,845,522　　有形固定資産等の減少

950,278,365 △950,278,365　　貸付金・基金等の増加

△1,039,794,632 1,039,794,632　　貸付金・基金等の減少

△322△322　資産評価差額

1,510,0001,510,000　無償所管換等

△3,996,833 －△3,996,833　その他

△1,284,405,768 902,301,432△382,104,336　本年度純資産変動額

76,605,970,625 △28,796,731,61147,809,239,014本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

一般会計等純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

一般会計等

至 平成31年03月31日

四万十市



【業務活動収支】                             －

　業務支出                 16,555,293,232

　　業務費用支出                  7,938,098,125

　　　人件費支出                  3,977,295,082

　　　物件費等支出                  3,624,935,407

　　　支払利息支出                    206,387,359

　　　その他の支出                    129,480,277

　　移転費用支出                  8,617,195,107

　　　補助金等支出                  3,243,084,248

　　　社会保障給付支出                  3,544,879,015

　　　他会計への繰出支出                  1,804,166,242

　　　その他の支出                     25,065,602

　業務収入                 17,874,996,541

　　税収等収入                 12,930,025,435

　　国県等補助金収入                  3,550,135,016

　　使用料及び手数料収入                  1,019,396,161

　　その他の収入                    375,439,929

　臨時支出                    102,029,539

　　災害復旧事業費支出                    102,029,539

　　その他の支出                             －

　臨時収入                    185,095,200

業務活動収支                  1,402,768,970

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  2,393,721,541

　　公共施設等整備費支出                  1,443,443,176

　　基金積立金支出                    814,778,365

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                    135,500,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                  1,631,492,174

　　国県等補助金収入                    527,412,632

　　基金取崩収入                    777,648,807

　　貸付金元金回収収入                    243,737,861

　　資産売却収入                     82,692,874

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △762,229,367

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                  2,257,719,660

　　地方債等償還支出                  2,257,719,660

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                  1,670,400,000

　　地方債等発行収入                  1,670,400,000

　　その他の収入                             －

一般会計等資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額

四万十市



財務活動収支                  △587,319,660

本年度資金収支額                     53,219,943

前年度末資金残高                     92,936,786

本年度末資金残高                    146,156,729

前年度末歳計外現金残高                    195,855,114

本年度歳計外現金増減額                     16,767,920

本年度末歳計外現金残高                    212,623,034

本年度末現金預金残高                    358,779,763

一般会計等資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額

四万十市



1 重要な会計方針 

(1) 有形固定資産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 年度以後に取得したもの 

   取得原価が判明しているもの・・・・・取得原価 

   取得原価が不明なもの・・・・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。 

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 

 

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法  

① 満期保有目的有価証券・・・・・償却原価法（定額法）  

② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの・・・・・会計年度末における市場価格 （売却原価は移動平

均法により算定） 

イ 市場価格のないもの・・・・・取得原価（又は償却原価法（定額法））  

③ 出資金     

ア 市場価格のあるもの・・・・・会計年度末における市場価格 （売却原価は移動平

均法により算定）  

イ 市場価格のないもの・・・・・出資金額 

 

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産、物品（リース資産を除きます。）） 

・・・・・定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物：６年～50 年（建物附属設備を含む） 

工作物：10 年～60 年 

物品：３年～15 年 

② 無形固定資産（電話加入権、土地の上に存する権利、及びリース資産は除きま

す。）・・・・・定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 



ソフトウェア：5 年 

③ 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。） 

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   

 

(4) 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      

債権等（未収金、長期延滞債権、貸付金、長期貸付金）の不納欠損による損失に備え

るため、過去の不納欠損実績率による徴収不能見込額を計上しています。 

③ 退職手当引当金 

職員の退職手当の支出に備えるため、本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職

者除きます。）が普通退職した場合の退職手当を計上しています。 

④ 賞与等引当金 

職員の期末・勤勉手当（共済費を含む）の支出に備えるため、翌年度 6 月支給予定の

期末手当・勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額に見込額について、それぞれ

当会計年度の期間に対応する部分の金額を計上しています。 

 

(5) リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引    

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が 1 年以内のリース取引及び

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。）      

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。 

イ ア以外のファイナンス・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。 

なお、当会計年度末時点において、リース資産に計上すべきリース資産はございません。 

 

(6) 資金収支計算書における資金の範囲 

地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金（手元現金、要求

払預金）及び現金同等物（3 か月以内の短期投資のほか、出納整理期間中の取引により発

生する資金の受払を含む。）を、資金の範囲としています。 



(7) 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）以上の場合

に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 資本的支出と修繕費の区分基準  

資本的支出と修繕費の区分基準については、総務省「資産評価及び固定資産評価の手

引き」40 に準じて処理を行っております。 

 

2 重要な会計方針の変更  

なし 

 

3 重要な後発事象  

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  

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 追加情報の注記 

(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  対象範囲（一般会計とすべての特別会計） 

  一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおり。 

   一般会計 

   奥屋内へき地出張診療所特別会計 

住宅新築資金等特別会計 

鉄道経営助成基金特別会計 

園芸作物価格安定事業特別会計 

② 一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異  

 差異はございません。 

③ 出納整理期間について 

 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 表示単位未満の取扱い  

 記載金額は、原則として千円未満を四捨五入し表示しており、合計が一致しない場合

があります 

 

⑤ 地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況  

実質赤字比率     なし 

 連結実質赤字比率  なし 

 実質公債費比率   11.1% 

 将来負担比率    121.5% 

 

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  

 なし 

 

⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額  

繰越明許費（地方自治法第 213 条）          1,128,919 千円 

 事故繰越額（同 法第 220 条第 3 項）        なし 

 継続費の逓次繰越額（同法施行令第 145 条第 1 項） なし 

 

⑧ その他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 

 なし 

 

(2) 貸借対照表に係る事項 

① 売却可能資産に係る資産 

  事業用資産－土地（古津賀地区市有地）236,691 千円（貸借対照表簿価 154,944 千円） 

  平成 31 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しております。 

 

 ② 減債基金に係る積立不足の有無及び不足額  

なし 

 ③ 基金借入金（繰替運用）の内容  

  繰替運用はございません。 

 

④ 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   22,385,452 千円 

 



 ⑤ 将来負担に関する情報（「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） 

ア 標準財政規模 11,613,582 千円 

イ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 2,113,247 千円 

ウ 将来負担額 38,411,316 千円 

エ 充当可能基金額   4,411,321 千円 

オ 特定財源見込額 63,396 千円 

カ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 23,385,4523 千円 

⑥ 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 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  

① 基礎的財政収支  884,057 千円 

② 既存の決算情報との関連性 

収入（歳入） 支出（歳出）

歳入歳出決算額 20,678,315千円 20,528,410千円

財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 836,565千円 839,005千円

歳入：繰越金/歳出：剰余金処分 △94,245千円 -             

資金収支計算書 21,420,636千円 21,367,416千円  

③ 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 

資金収支変動計算書 

 業務活動収支 1,402,769 千円 

 ア 投資活動収入の国県等補助金収入 527,413 千円 

 イ 減価償却費 △2,635,191 千円 

 ウ 徴収不能引当金増減額 3,375 千円 

 エ 退職給付引当金増減額 275,483 千円 

 オ 賞与等引当金増減額 △6,607 千円 

  カ 固定資産除売却損益 78,656 千円 

 キ その他 △25,516 千円 

純資産変動計算書の本年度差額 △379,617 千円 



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。 

  一時借入金の限度額 ２,200,000 千円 

  一時借入金に係る利子額  140 千円 

 

⑤ 重要な非資金取引  

 なし 

 

 

連結財務書類 

1 重要な会計方針 

(1) 有形固定資産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 年度以後に取得したもの 

   取得原価が判明しているもの・・・・・取得原価 

   取得原価が不明なもの・・・・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。 

 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 

なお、一部の連結対象団体においては、原則、取得原価としています。また、地方公

営企業法が適用される会計（水道事業会計、病院事業会計）については、地方公営企業

会計基準等に基づく評価によっています。 

 

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法  

① 満期保有目的有価証券 

・・・・・償却原価法（定額法）  

 ② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの 

・・・・・会計年度末における市場価格(売却原価は移動平均法により算定） 

  イ 市場価格のないもの 

・・・・・取得原価（又は償却原価法（定額法））  



 ③ 出資金     

  ア 市場価格のあるもの 

・・・・・会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）  

  イ 市場価格のないもの・・・・・出資金額 

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  

 ① 原材料、商品等・・・・・移動平均法による原価法   

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産、物品（リース資産を除きます。）） 

・・・・・定額法 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

   建物：６年～50 年（建物附属設備を含む） 

   工作物：10 年～60 年 

   物品：３年～15 年 

  ただし、一部の連結対象団体については定率法によっています。 

 ② 無形固定資産（電話加入権、土地の上に存する権利、及びリース資産は除きます。） 

・・・・・定額法 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

   ソフトウェア：5 年 

③ 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。） 

  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      

 債権等（未収金、長期延滞債権、貸付金、長期貸付金）の不納欠損による損失に備え

るため、過去の不納欠損実績率による徴収不能見込額を計上しています。 

③ 退職手当引当金 

 職員の退職手当の支出に備えるため、本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職

者除きます。）が普通退職した場合の退職手当を計上しています。ただし、一部の連結対

象団体においては、主として期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づ

き計上しています。  



④ 賞与等引当金 

 職員の期末・勤勉手当（共済費を含む）の支出に備えるため、翌年度 6 月支給予定の

期末手当・勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額に見込額について、それぞれ

本会計年度の期間に対応する部分の金額を計上しています。 

 

(6）リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引    

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が 1 年以内のリース取引及び

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。）      

  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。  

  イ ア以外のファイナンス・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。 

③ 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 

地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金（手元現金、要求

払預金）及び現金同等物（3 か月以内の短期投資のほか、出納整理期間中の取引により発

生する資金の受払を含む。）を、資金の範囲としています。 

 

(8) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。ただし、一部の連結対象団体につ

いては、税抜方式によっています。 

 

(9) 連結対象団体の決算日 

 決算日と連結決算日の差異が３か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団

体の決算を基礎として連結手続を行っていますが、決算日と連結決算日との間に生じた重

要な取引については連結上必要な調整を行っています。 

 

(10)その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

  連結会計間の相殺消去 

連結会計間の出資金、繰入繰出金、負担金、補助金等及び債権債務額等を相殺消去

し表示しています。 

 

 

 



2 重要な会計方針の変更  なし 

 

3 重要な後発事象  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  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 

 

 

追加情報 

(1) 連結対象団体（会計) 

 

 ｓ連結の方法は次のとおりです。 

① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。ただし、地方公営企業法

の財務規定等が適用されていない地方公営企業会計のうち、当該規定等の適用に向けた

四万十市（会計_全体・連結範囲）
会計/事業

奥屋内へき地出張診療所会計

住宅新築資金等特別会計

鉄道経営助成基金

園芸作物価格安定事業会計

国民健康保険会計事業勘定

国民健康保険会計診療施設勘定

後期高齢者医療会計

と畜場会計

幡多公設地方卸売市場事業会計

中央介護認定審査会会計

介護保険会計保険事業勘定

水道事業特別会計

病院事業特別会計

※下水道事業特別会計（法適用移行期間により当年度連結除外）

※農業集落排水事業特別会計（法適用移行期間により当年度連結除外）

※簡易水道事業特別会計（法適用移行期間により当年度連結除外）

公財）四万十市体育協会 全部

公財）四万十市公園管理公社 全部

まちづくり四万十㈱ 全部

公財）四万十市西土佐農業公社 全部

㈱しまんと企画 全部

（公財）四万十川財団 全部

四万十市社会福祉協議会 全部

幡多広域市町村圏事務組合（一般会計） 比例 42.49%

幡多広域市町村圏事務組合（ふるさと市町村圏事業） 比例 31.07%

幡多広域市町村圏事務組合（滞納整理事業特別会計） 比例 35.32%

幡多中央環境施設組合 比例 76.71%

幡多中央消防組合 比例 63.98%

こうち人づくり広域連合 比例 3.83%

高知県市町村総合事務組合（消防補償等業務） 比例 7.64%

高知県後期高齢者広域連合 比例 4.22%

連結
方法

比例連結
割合

財務書類

連結

全体

一般会計等

公営事業会計

地方公営企業会計
（法適用）

一部事務組合



作業に着手しているもの（平成 29 年度までに着手かつ集中取組期間内に当該規定等を

適用するものに限ります。）については、連結対象団体（会計）の対象外としています。  

したがって、以下のとおり、一般会計等における他会計への繰出金等について、内部相

殺を行っておりません。 

会計 地方債残高 他会計繰入金 

下水道事業特別会計 5,982,687 千円 370,991 千円 

農業集落排水事業特別会計 ,411,879 千円 184,323 千円 

簡易水道事業特別会計 3,345,059 千円 33,623 千円 

 

② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象と

しています。 

 

③ 第三セクター等は、出資割合等が 50％を超える団体（出資割合等が 50％以下であっ

ても業務 運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連

結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とな

らない第三セクター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対

象としています。ただし、出資割合が 25％未満であって、損失補償を付している等

の重要性がない場合は、比例連結の対象としていない場合があります。 

 

(2) 出納整理期間 

 地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている団体（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。 なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設

けている団体（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の

受払い等が終了したものとして調整しています。 

 

(3) 表示単位未満の取扱い  

 記載金額は、原則として千円未満を四捨五入し表示しており、合計が一致しない場合

があります。 

 

(4)売却可能資産に係る資産 

   事業用資産 土地（古津賀地区市有地）236,691 千円（貸借対照表簿価 154,944 千円） 

   平成 31 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しております。 

 

(5)その他連結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 なし 


