
【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成30年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 172,564,590 固定負債 44,024,462 

有形固定資産 163,642,835 地方債等 33,933,558 
事業用資産 70,705,019 長期未払金 10,671 

土地 14,656,304 退職手当引当金 1,886,869 
立木竹 3,164,441 損失補償等引当金 - 
建物 48,776,608 その他 8,193,364 
建物減価償却累計額 △ 27,712,714 流動負債 3,756,783 
工作物 42,254,764 １年内償還予定地方債等 3,256,307 
工作物減価償却累計額 △ 10,503,048 未払金 224,482 
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 207,939 
航空機 - 預り金 59,061 
航空機減価償却累計額 - その他 8,994 
その他 - 47,781,246 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 68,664 固定資産等形成分 173,066,517 

インフラ資産 91,363,987 余剰分（不足分） △ 45,188,932 
土地 7,274,279 他団体出資等分 - 
建物 5,913,021 
建物減価償却累計額 △ 3,125,469 
工作物 263,486,777 
工作物減価償却累計額 △ 182,399,272 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 214,650 

物品 4,142,066 
物品減価償却累計額 △ 2,568,236 

無形固定資産 1,922,669 
ソフトウェア 4,444 
その他 1,918,225 

投資その他の資産 6,999,086 
投資及び出資金 121,090 

有価証券 5,638 
出資金 115,452 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 505,991 
長期貸付金 361,210 
基金 6,033,894 

減債基金 581,476 
その他 5,452,418 

その他 5,000 
徴収不能引当金 △ 28,099 

流動資産 3,094,240 
現金預金 1,897,677 
未収金 179,673 
短期貸付金 48,602 
基金 685,694 

財政調整基金 685,694 
減債基金 - 

棚卸資産 284,474 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 1,880 

繰延資産 - 127,877,585 
175,658,831 175,658,831 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計
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【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

（単位：千円）

金額

経常費用 36,129,332 

業務費用 16,309,382 

人件費 3,198,946 

職員給与費 2,892,444 

賞与等引当金繰入額 210,459 

退職手当引当金繰入額 △ 43,228 

その他 139,272 

物件費等 12,376,535 

物件費 5,181,796 

維持補修費 305,798 

減価償却費 6,859,419 

その他 29,522 

その他の業務費用 733,901 

支払利息 483,066 

徴収不能引当金繰入額 10,101 

その他 240,734 

移転費用 19,819,949 

補助金等 17,326,255 

社会保障給付 2,485,207 

他会計への繰出金 - 

その他 8,487 

経常収益 2,553,587 

使用料及び手数料 2,080,783 

その他 472,805 

純経常行政コスト 33,575,744 

臨時損失 232,167 

災害復旧事業費 98,590 

資産除売却損 133,572 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 4 

臨時利益 21,675 

資産売却益 21,640 

その他 35 

純行政コスト 33,786,236 

科目
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【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

（単位：千円）

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 131,522,174 178,508,186 △ 46,986,012 0 

純行政コスト（△） △ 33,786,236 △ 33,786,236 0 

財源 30,017,590 30,017,590 0 

税収等 20,417,449 20,417,449 0 

国県等補助金 9,600,141 9,600,141 0 

本年度差額 △ 3,768,646 △ 3,768,646 0 

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,656,280 5,656,280 

有形固定資産等の増加 3,952,739 △ 3,952,739 

有形固定資産等の減少 △ 8,450,271 8,450,271 

貸付金・基金等の増加 256,694 △ 256,694 

貸付金・基金等の減少 △ 1,415,443 1,415,443 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 127,297 127,297 

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 △ 3,239 87,315 △ 90,554 

本年度純資産変動額 △ 3,644,589 △ 5,441,669 1,797,080 0 

本年度末純資産残高 127,877,585 173,066,517 △ 45,188,932 0 

科目 合計
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【様式第４号】

連結資金収支計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 29,178,125 

業務費用支出 9,376,466 
人件費支出 3,234,415 
物件費等支出 5,468,824 
支払利息支出 483,056 
その他の支出 190,171 

移転費用支出 19,801,659 
補助金等支出 17,297,079 
社会保障給付支出 2,485,207 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 19,373 

業務収入 32,063,502 
税収等収入 20,364,694 
国県等補助金収入 9,126,980 
使用料及び手数料収入 2,087,415 
その他の収入 484,412 

臨時支出 98,590 
災害復旧事業費支出 98,590 
その他の支出 - 

臨時収入 39,018 
業務活動収支 2,825,804 
【投資活動収支】

投資活動支出 3,839,441 
公共施設等整備費支出 2,854,643 
基金積立金支出 727,911 
投資及び出資金支出 2,415 
貸付金支出 254,472 
その他の支出 - 

投資活動収入 1,224,578 
国県等補助金収入 298,188 
基金取崩収入 460,021 
貸付金元金回収収入 305,691 
資産売却収入 39,250 
その他の収入 121,429 

投資活動収支 △ 2,614,863 
【財務活動収支】

財務活動支出 3,278,732 
地方債等償還支出 3,278,180 
その他の支出 552 

財務活動収入 2,967,100 
地方債等発行収入 2,949,329 
その他の収入 17,771 

財務活動収支 △ 311,632 
本年度資金収支額 △ 100,691 
前年度末資金残高 1,940,137 
比例連結割合変更に伴う差額 - 
本年度末資金残高 1,839,446 

前年度末歳計外現金残高 35,491 
本年度歳計外現金増減額 22,741 
本年度末歳計外現金残高 58,232 
本年度末現金預金残高 1,897,677 

科目
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1　重要な会計方針

(1)　有形固定資産等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においては備忘価額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、取得原価が不明な道路、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･･････････････････････････････原則として取得原価
　　ただし、取得原価が不明なものは、再調達原価としています。
　なお、一部の連結対象団体（会計）においては、原則、取得原価としています。

(2)　有価証券等の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的以外の有価証券
　　市場価格のないもの･･････････････････････取得原価
②　出資金
　　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

販売用土地･････････････地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条第2項各号に掲げる方法

(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
　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　　　建物　　 10年～50年
　　　　工作物　  7年～80年
　　　　物品 　　 3年～35年
②　無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　（ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。）
③　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（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。）
　　　･･･････････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

(5)　引当金の計上基準及び算定方法

①　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。
　　ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度額によっていま
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。
②　退職手当引当金
　　退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総
額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち当町へ按分される額を加算した額を控除した額を計上し
ています。
③　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　所有権移転ファイナンス・リース取引
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
②　所有権移転外ファイナンス・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。

(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
　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。

注記
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(8)　採用した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（会計）については、税抜方式によっています。

2　重要な会計方針の変更等

(1)　会計処理の原則または手続の変更

　該当する事項はありません。

(2)　表示方法の変更

　該当する事項はありません。

(3)　連結資金収支計算書における資金の範囲の変更

　該当する事項はありません。

3　追加情報（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)　連結対象団体について

団体（会計）名　　　　　　　　　　　　区分　　　　　　　　　　連結の方法　　比例連結割合
国民健康保険事業勘定特別会計　　　　　地方公営事業会計　　　　全部連結　　　-
後期高齢者医療特別会計　　　　　　　　地方公営事業会計　　　　全部連結　　　-
介護保険特別会計　　　　　　　　　　　地方公営事業会計　　　　全部連結　　　-
個別排水処理事業特別会計　　　　　　　地方公営事業会計　　　　全部連結　　　-
簡易水道事業特別会計　　　　　　　　　地方公営事業会計　　　　全部連結　　　-
水道事業会計　　　　　　　　　　　　　地方公営企業会計　　　　全部連結　　　-
下水道事業会計　　　　　　　　　　　　地方公営企業会計　　　　全部連結　　　-
北海道後期高齢者医療広域連合　　　　　一部事務組合・広域連合　比例連結　　　0.754％
北海道市町村職員退職手当組合　　　　　一部事務組合・広域連合　比例連結、　　-
北海道市町村総合事務組合　　　　　　　一部事務組合・広域連合　比例連結　　　-
北海道町村議会議員公務災害補償等組合　一部事務組合・広域連合　比例連結　　　-
北海道市町村備荒資金組合　　　　　　　一部事務組合・広域連合　比例連結　　　0.101％
とかち広域消防事務組合　　　　　　　　一部事務組合・広域連合　比例連結　　　事業別に個別に算定
十勝圏複合事務組合　　　　　　　　　　一部事務組合・広域連合　比例連結　　　事業別に個別に算定
十勝環境複合事務組合　　　　　　　　　一部事務組合・広域連合　比例連結　　　事業別に個別に算定
十勝中部広域水道企業団　　　　　　　　一部事務組合・広域連合　比例連結　　　6.031％
音更町土地開発公社　　　　　　　　　　地方三公社　　　　　　　全部連結　　　-
①　地方公営事業会計及び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。
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。
　　ただし、以下の一部事務組合・広域連合については、平成31年3月31日までに統一的な基準による財務書類を
入手できなかったため、対象外としています。
　・北海道市町村職員退職手当組合
　・北海道市町村総合事務組合
　・北海道町村議会議員公務災害補償等組合
③　地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。

(2)　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)　表示金額単位

　百万円未満を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。
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