
【様式第1号】

連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 27,937,996   固定負債 5,110,509

    有形固定資産 23,018,630     地方債等 4,533,617

      事業用資産 12,903,567     長期未払金 -

        土地 2,198,132     退職手当引当金 549,322

        立木竹 2,078,139     損失補償等引当金 -

        建物 18,124,306     その他 27,570

        建物減価償却累計額 -9,706,142   流動負債 932,990

        工作物 903,764     １年内償還予定地方債等 864,899

        工作物減価償却累計額 -698,854     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 53,948

        航空機 -     預り金 3,360

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,784

        その他 - 負債合計 6,043,499

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,223   固定資産等形成分 29,413,658

      インフラ資産 9,951,382   余剰分（不足分） -5,713,217

        土地 379,848   他団体出資等分 -

        建物 842,822

        建物減価償却累計額 -469,849

        工作物 26,524,715

        工作物減価償却累計額 -17,383,213

        その他 185,654

        その他減価償却累計額 -128,595

        建設仮勘定 -

      物品 511,256

      物品減価償却累計額 -347,575

    無形固定資産 27,744

      ソフトウェア 27,744

      その他 -

    投資その他の資産 4,891,622

      投資及び出資金 316,263

        有価証券 20

        出資金 316,243

        その他 -

      長期延滞債権 7,331

      長期貸付金 44,573

      基金 4,524,276

        減債基金 493,167

        その他 4,031,108

      その他 -

      徴収不能引当金 -820

  流動資産 1,805,945

    現金預金 246,594

    未収金 1,219

    短期貸付金 -

    基金 1,475,662

      財政調整基金 1,475,662

      減債基金 -

    棚卸資産 82,469

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 23,700,442

資産合計 29,743,941 負債及び純資産合計 29,743,941

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 124,562

純行政コスト 5,156,464

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 0

  臨時利益 124,562

  臨時損失 519

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 518

    使用料及び手数料 420,168

    その他 215,673

純経常行政コスト 5,280,507

      社会保障給付 207,870

      その他 7,459

  経常収益 635,842

        その他 40,631

    移転費用 2,638,885

      補助金等 2,423,555

      その他の業務費用 107,150

        支払利息 66,816

        徴収不能引当金繰入額 -297

        維持補修費 68,441

        減価償却費 1,028,362

        その他 1,012

        その他 52,904

      物件費等 2,434,663

        物件費 1,336,848

        職員給与費 645,546

        賞与等引当金繰入額 54,869

        退職手当引当金繰入額 -17,668

  経常費用 5,916,349

    業務費用 3,277,464

      人件費 735,651

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

科目名 金額



【様式第3号】

連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 23,808,556 29,685,951 -5,877,395 -

  純行政コスト（△） -5,156,464 -5,156,464 -

  財源 5,048,229 5,048,229 -

    税収等 3,724,935 3,724,935 -

    国県等補助金 1,323,294 1,323,294 -

  本年度差額 -108,235 -108,235 -

  固定資産等の変動（内部変動） -280,855 280,855

    有形固定資産等の増加 584,212 -584,212

    有形固定資産等の減少 -1,014,567 1,014,567

    貸付金・基金等の増加 502,247 -502,247

    貸付金・基金等の減少 -352,747 352,747

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 0 8,562 -8,562 -

  その他 121 - 121

  本年度純資産変動額 -108,114 -272,293 164,179 -

本年度末純資産残高 23,700,442 29,413,658 -5,713,217 -

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



【様式第4号】

連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 113,992

本年度歳計外現金増減額 -110,633

本年度末歳計外現金残高 3,360

本年度末現金預金残高 246,594

財務活動収支 -44,331

本年度資金収支額 55,878

前年度末資金残高 187,357

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 243,235

    地方債等償還支出 480,432

    その他の支出 16,350

  財務活動収入 452,451

    地方債等発行収入 452,451

    その他の収入 -

    資産売却収入 13,747

    その他の収入 100,021

投資活動収支 -663,761

【財務活動収支】

  財務活動支出 496,782

    その他の支出 -

  投資活動収入 388,101

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 159,449

    貸付金元金回収収入 114,884

  投資活動支出 1,051,862

    公共施設等整備費支出 584,212

    基金積立金支出 368,780

    投資及び出資金支出 1,621

    貸付金支出 97,249

    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 763,969

【投資活動収支】

    税収等収入 3,720,541

    国県等補助金収入 1,323,294

    使用料及び手数料収入 421,136

    その他の収入 205,014

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,638,885

      補助金等支出 2,423,555

      社会保障給付支出 207,870

      その他の支出 7,459

  業務収入 5,669,986

    業務費用支出 2,267,132

      人件費支出 753,384

      物件費等支出 1,406,300

      支払利息支出 66,816

      その他の支出 40,631

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,906,017



連結財務書類に係る注記 

 

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 

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なも

のは原則として再調達原価としております。また、開始後については、原則として取得原

価とし再調達は行わないこととしております。 

連結対象先については、それぞれの会計基準に基づき、有形固定資産等の評価を行って

おります。 

 

（２） 有価証券等の評価基準及び評価方法 

出資金のうち、市場価格があるものは会計年度末における市場価格をもって貸借対照表

価額としております。出資金のうち、市場価格がないものは出資金額をもって貸借対照表

価額としております。ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化に

より出資金の価値が著しく低下した場合には、相当の減額を行うこととしております。な

お、出資金の価値の低下割合が30%以上である場合には、「著しく低下したとき」に該当す

るものとしております。 

 

（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） 

定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 

（４） 引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

過去5年間の平均不納欠損率により計上しております。 

 

② 賞与引当金 

翌年度6月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象

期間の割合（4/6か月）を乗じた額を計上しております。 

 連結対象先については、それぞれの会計基準に基づき計上しております。 

 

③ 退職給付引当金 

地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従って

おります。 



④ 損失補償引当金 

地方公共団体財政健全化法における損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額算定方

法に従っております。 

 

（５） リース取引の処理方法 

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を

行っております（少額リース資産及び短期のリース取引には簡便的な取扱いをし、通常の

賃貸借に係る方法に準じて会計処理を行っております）。 

 

（６） 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（3ヶ月以内の短期投資等）を資金の範

囲としております。このうち現金同等物は、短期投資の他、出納整理期間中の取引により

発生する資金の受払いも含んでおります。 

 

（７） 採用した消費税等の会計処理 

税込方式によっております。連結対象については、それぞれの会計基準に従い、会計処

理を行っております。 

 

２．重要な会計方針の変更等 

（１）会計処理の原則 

総務省「新地方公会計制度研究会」報告の「総務省方式改訂モデル」から総務省「新地

方公会計の推進に関する研究会」報告の「新統一的な基準」への移行を行っております。

これに伴い、固定資産台帳の作成に基づく、固定資産の表示等を行っています。 

 

３．その他 

（１） 対象団体（会計）の一覧、連結方法 

① 一般会計：全部連結 

② 国民健康保険特別会計：全部連結 

③ 介護保険特別会計：全部連結 

④ 後期高齢者特別会計：全部連結 

⑤ 簡易水道事業特別会計：全部連結 

⑥ 公共下水道事業特別会計：全部連結 

⑦ とかち広域消防事務組合：比例連結 

⑧ 十勝圏複合事務組合：未連結 



⑨ 十勝中部広域水道企業団：未連結 

⑩ 北海道後期高齢者医療広域連合：比例連結 

⑪ 北海道市町村職員退職手当組合：未連結 

⑫ 北海道市町村総合事務組合：未連結 

⑬ 北海道町村議会議員公務災害補償等組合：未連結 

⑭ 北海道市町村備荒資金組合：比例連結 

 

（２） 出納整理期間 

財務書類の作成基準日は、会計年度末（3月31日）ですが、出納整理期間中の現金の受払

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おります。（地方自治法235 条

の5「普通地方公共団体の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。」） 

 

（３） 表示単位未満 

表示単位未満の金額は四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。 


