
【様式第１号】

連結貸借対照表
（令和 3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 163,407,331 固定負債 48,006,253 

有形固定資産 154,908,360 地方債等 35,226,433 
事業用資産 71,701,430 長期未払金 - 

土地 14,711,657 退職手当引当金 1,573,851 
立木竹 2,924,995 損失補償等引当金 - 
建物 52,897,115 その他 11,205,969 
建物減価償却累計額 △ 30,553,102 流動負債 3,563,776 
工作物 45,756,701 １年内償還予定地方債等 3,245,253 
工作物減価償却累計額 △ 14,582,447 未払金 54,518 
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 228,621 
航空機 - 預り金 35,256 
航空機減価償却累計額 - その他 129 
その他 - 51,570,029 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 546,512 固定資産等形成分 165,340,742 

インフラ資産 81,286,716 余剰分（不足分） △ 52,023,727 
土地 7,231,207 他団体出資等分 - 
建物 1,579,621 
建物減価償却累計額 △ 673,255 
工作物 264,412,503 
工作物減価償却累計額 △ 191,541,518 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 278,158 

物品 4,990,529 
物品減価償却累計額 △ 3,070,315 

無形固定資産 1,792,462 
ソフトウェア 817 
その他 1,791,644 

投資その他の資産 6,706,510 
投資及び出資金 123,372 

有価証券 4,618 
出資金 118,754 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 222,383 
長期貸付金 246,008 
基金 6,036,927 

減債基金 - 
その他 6,036,927 

その他 84,622 
徴収不能引当金 △ 6,802 

流動資産 1,479,712 
現金預金 △ 691,622 
未収金 102,917 
短期貸付金 38,332 
基金 1,895,078 

財政調整基金 789,273 
減債基金 1,105,806 

棚卸資産 135,268 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 261 

繰延資産 - 113,317,015 
164,887,044 164,887,044 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　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 44,981,273 

業務費用 16,917,354 

人件費 3,458,189 

職員給与費 2,824,864 

賞与等引当金繰入額 227,160 

退職手当引当金繰入額 △ 9,914 

その他 416,079 

物件費等 12,861,512 

物件費 5,530,788 

維持補修費 339,955 

減価償却費 6,879,086 

その他 111,683 

その他の業務費用 597,653 

支払利息 350,246 

徴収不能引当金繰入額 4,166 

その他 243,240 

移転費用 28,063,919 

補助金等 22,942,348 

社会保障給付 2,651,958 

他会計への繰出金 2,452,620 

その他 16,993 

経常収益 2,546,624 

使用料及び手数料 2,071,177 

その他 475,447 

純経常行政コスト 42,434,650 

臨時損失 130,977 

災害復旧事業費 1,958 

資産除売却損 129,019 

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 27,493 

資産売却益 27,397 

その他 96 

純行政コスト 42,538,134 

科目
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【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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 122,652,441 167,646,240 △ 44,993,799 0 

純行政コスト（△） △ 42,538,134 △ 42,538,134 0 

財源 37,203,910 37,203,910 0 

税収等 21,403,406 21,403,406 0 

国県等補助金 15,800,505 15,800,505 0 

本年度差額 △ 5,334,223 △ 5,334,223 0 

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,086,746 2,086,746 

有形固定資産等の増加 4,758,924 △ 4,758,924 

有形固定資産等の減少 △ 7,331,902 7,331,902 

貸付金・基金等の増加 2,082,713 △ 2,082,713 

貸付金・基金等の減少 △ 1,596,482 1,596,482 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 1,670,309 △ 1,670,309 

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 △ 2,330,893 1,451,558 △ 3,782,451 

本年度純資産変動額 △ 9,335,426 △ 2,305,498 △ 7,029,928 0 

本年度末純資産残高 113,317,015 165,340,742 △ 52,023,727 0 

科目 合計
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【様式第４号】

連結資金収支計算書
自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 38,054,332 

業務費用支出 10,038,249 
人件費支出 3,464,166 
物件費等支出 6,021,430 
支払利息支出 350,246 
その他の支出 202,406 

移転費用支出 28,016,083 
補助金等支出 22,878,012 
社会保障給付支出 2,651,958 
他会計への繰出支出 2,452,620 
その他の支出 33,492 

業務収入 38,934,206 
税収等収入 21,382,405 
国県等補助金収入 14,995,919 
使用料及び手数料収入 2,074,382 
その他の収入 481,500 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 1,737 
業務活動収支 881,612 
【投資活動収支】

投資活動支出 6,605,074 
公共施設等整備費支出 4,826,721 
基金積立金支出 1,453,156 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 255,197 
その他の支出 70,000 

投資活動収入 2,041,281 
国県等補助金収入 721,562 
基金取崩収入 895,005 
貸付金元金回収収入 290,879 
資産売却収入 55,093 
その他の収入 78,742 

投資活動収支 △ 4,563,793 
【財務活動収支】

財務活動支出 3,255,650 
地方債等償還支出 3,255,644 
その他の支出 6 

財務活動収入 4,002,052 
地方債等発行収入 3,977,445 
その他の収入 24,608 

財務活動収支 746,402 
本年度資金収支額 △ 2,935,779 
前年度末資金残高 2,217,680 
比例連結割合変更に伴う差額 - 
本年度末資金残高 △ 718,099 

前年度末歳計外現金残高 66,249 
本年度歳計外現金増減額 △ 39,772 
本年度末歳計外現金残高 26,477 
本年度末現金預金残高 △ 691,622 

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
　　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（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、勤勉手当等及び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
　　リース期間を対応年数とし、残存価格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。

注記

北海道河東郡音更町
5



(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。

(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　偶発債務

(1)　保証債務及び損失補償債務負担の状況

　該当する事項はありません。

(2)　係争中の訴訟等

　該当する事項はありません。

(3)　その他主要な偶発債務

　該当する事項はありません。

4　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
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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　　　　　　　　　　　　　地方公営事業会計　　　　全部連結　　　－
下水道事業会計　　　　　　　　　　　　地方公営事業会計　　　　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　　　0.806％
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　　　0.800％
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　　　事業別に個別に算定
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
十勝中部広域水道企業団　　　　　　　　一部事務組合・広域連合　比例連結　　　－
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おります。
　　ただし、以下の一部事務組合・広域連合については、令和2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
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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