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新城市新城市新城市新城市のののの連結連結連結連結財務財務財務財務４４４４表表表表（（（（平成平成平成平成 2222１１１１年度決算年度決算年度決算年度決算））））についてについてについてについて    

        

第第第第１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

1990 年代後半に入って、日本においても企業の IR(インベスター・リレーションズ)が急速

に活発化し、現在、企業の信用力の向上、資金調達の円滑化、企業イメージの向上等に重要

な役割を担うようになってきています。IR は、投資家との良好な関係を構築する手段として

有効であり、また資金調達の円滑化に資することから、中小企業を含め今後さらに進むもの

と予測されます。 

一方、自治体においては、税で運営されているという特殊性から、総合計画等各種計画の公

表による自治体の経営方針の表明、各種説明会や施設見学会の開催、広報紙、ホームページ

等による情報提供、予算決算財産状況の公表等企業の IR とは異なるものの同様の取り組みが

早くからなされてきました。新城市においても、他の自治体同様各分野において行われてい

ますが、財務関係においては、予算及びその執行状況、決算、財産や債務の状況等を広報紙、

市ホームページで情報提供するとともに、冊子「ザイセイの話」を毎年発行し、情報を発信

してきたところです。しかし、財務関係においては、先進的な企業の IR と比べると会計方式

が異なること(複式簿記方式と単式簿記方式等)もあり、さらに改善すべき点があります。 

このような状況の中、平成 18 年に「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進

に関する法律」いわゆる行革推進法が成立し、行革の一つとして各地方公共団体は資産及び

債務の把握管理体制を整備することになりました。また、これと関係して政府は、地方公共

団体に対し、企業会計の慣行を参考とした貸借対照表その他財務書類いわゆる「財務諸表」

の整備を要請しております。この財務諸表の作成は、義務ではなく自治体の任意ですが、前

述のとおり先進的な企業の IR(財務関係部分)と比べると新城市の財務情報提供には改善すべ

き点があることから、新城市においても財務諸表を作成し、公表していくこととしました。 

新城市の財務のうち、普通会計(一般会計と地域下水道会計)分の財務諸表については、平成

２２年１１月２２日に公表しているところですが、今回は連結対象である特別会計と一部事

務組合、土地開発公社等の外部団体を含めて、新城市の連結財務諸表を作成しましたので公

表します。 

なお、新城市の財務諸表は、総務省が公表した「新地方公会計制度研究会報告書」の「地方

公共団体財務書類作成にかかる基準モデル」を採用し、「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」の４表を作成しています。 

 

※IR：企業が投資家向けに経営状況や財務状況、業績動向に関する情報を発信する広報活動。

企業と株主間の理解を深めるのが目的。具体的な活動には、ホームページ上での情報開

示、各種説明会等の開催、工場や施設見学会、投資家向け広報誌の刊行など。 

 

１．基準モデルの特徴 

新地方公会計制度は、企業会計の慣行と会計事務を基に、資産、税収や移転収支など地方自

治体の特殊性を加味した財務書類で、開始貸借対照表を固定資産台帳に基づき作成し、現金
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取引情報に止まらず、ストック・フロー情報を網羅的に公正価値で把握した上で、個々の取

引情報を発生主義により複式記帳して作成することを前提としたものです。 

従来から作成していた旧総務省方式では、固定資産については昭和４４年以降の決算統計の

普通建設事業費の積み上げにより算定していましたが、この基準モデルでは現存する固定資

産を洗い直し、公正価値により評価しています。 

   ※ 「資産評価の方法」は、７ページに掲載 

 

２．財務諸表の作成基準 

新城市の財務諸表は、平成１８年８月３１日付け総務事務次官通知に基づき、「新地方公会

計制度研究会報告書」の「第二章」「地方公共団体財務書類作成にかかる基準モデル」及びそ

の後公表された「新地方公会計制度実務研究会報告」の「第２部基準モデルに基づく財務書

類作成要領」（以下、「作成要領等」と呼びます）によって作成しています。 

(1) 対象会計 

   連結：新城市の普通会計に連結対象となる公営事業会計、一部事務組合、地方公社・

第 3 セクターを連結しています。 

    ※ 「連結の対象となる会計の範囲」は、８ページに掲載 

(2) 対象年度 

対象は平成２１年度で、平成２２年３月３１日を作成基準日としています。なお、出

納整理期間（平成２１年度の会計については、平成２２年４月 1 日から５月３１日まで）

における出納については、基準日までに終了したものとして処理しています。 

(3) 一年基準 

負債の部における流動・非流動の区分については、原則として１年基準を採用してい

ます。 

(4) 有形固定資産 

有形固定資産の計上については、「公正価値」評価によるものとしています。公正価値

とは、主に、将来の経済的便益の割引現在価値、市場における実現可能価値、再調達原

価または取得原価のいずれかを意味します。  

基準モデルでは、有形固定資産を作成要領等に基づき、「事業用資産」と「インフラ資

産」とに区分して計上しています。また、事業用資産とインフラ資産の区別については、

作成要領等にある《別表 B１ 事業用資産とインフラ資産の区分表》に従っています。 

    ※ 「別表 B１ 事業用資産とインフラ資産の区分」は、５ページに掲載 

(5) 減価償却費 

有形固定資産の減価償却費は、資産種別ごとに作成要領等に示された耐用年数に基づ

き、残存価格をゼロとする定額法で計算しています。土地については、減価償却を行い

ません。 

その際、有形固定資産のうち事業資産として整理された資産については、減価償却費

を行政コスト計算書に費用として計上しています。また、インフラ資産として整理され

た資産については、減価償却費相当額を、直接資本減耗という科目で、純資産変動計算

書の方に計上しています。 

※ 「別表 B２ 基本耐用年数表」は、６ページに掲載 
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３．財務諸表の種類 

(1) 貸借対照表 

資産形成された行政財産や投資・出資状況を資産として表し、それらの調達に必要な

財源の状況を「将来世代の負担になるもの」を負債、「過去の世代がすでに負担したもの」

を純資産として表しています。 

     民間企業のものは、決算日にどんな財産（資産）をどれだけ持ち、その資産を借金（負

債）として手に入れたのか、自分のお金（資本）で手に入れたかを示しています。 

(2) 行政コスト計算書 

民間企業の１年間の「収益」と「損失」の動きを把握する損益計算書に当たるもので、

１年間の行政運営コストのうち、福祉サービスやごみ収集にかかる経費など、資産形成

に結びつかない行政サービスに要したコストを①人にかかるコスト、②物にかかるコス

ト、③経費、④業務関連経費用、⑤移転支出的なコストに区分し表示しています。 

(3) 純資産変動計算書 

貸借対照表の純資産（過去の世代が負担した将来返済しなくてもよい資産）が年度内

にどのように増減したかを①財産変動、②資産形成充当財源変動、③その他の純資産変

動に区分し表示します。 

民間企業では、自己資本や利益剰余金などの変動を説明するものとして使われていま

す。 

(4) 資金収支計算書 

１年間の資金の増減を①経常的収支、②公共資産整備収支、③財産的収支に区分され、

３つの収支の財源がどのように調達され、収支の過不足が生じたのかを明らかにするも

のとなっています。 

※ 「財務諸表の関連」は、４ページに掲載 
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【【【【財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表のののの関連関連関連関連】】】】 

   ≪≪≪≪貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表≫≫≫≫                                                    ≪≪≪≪行政行政行政行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書≫≫≫≫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ＋ 

    ＝                        │ 

  

 

                            ∥ 

                             

 

 

   ≪≪≪≪資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書≫≫≫≫                                                                ≪≪≪≪純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書≫≫≫≫    

 

 

 

 

 

       │                    │ 

                           

       ∥                    ＋ 

                            

       ＋                    ± 

 

       ∥                    ∥ 

 

 

 

 

 

企業の損益計算表に相当するもので、一年間の行

政サービス（資産形成に係るものを除く）に要したコ

ストとその財源の対応をフロー情報として示したも

の。現金収支だけではなく、減価償却費や各種引当

金の繰入額が計上される。 

市が保有する公共施設やインフラ資産などの「資産」に

対して、地方債や退職手当引当金などの将来返済しな

ければならない「負債」や返済を要しない「純資産」に

関するストックの情報等を総括的に表したもの。 

資産の部 

決 算 年 度 末

まで残ってい

る 過 去 か ら

蓄 積 さ れ た

資産   

 

  資金資金資金資金    

負債の部 

決算年度末まで残ってい

る負債 

純資産の部 

決算年度末まで残って

いる資産の財源のうち

返済の必要がないもの 

経常経費 

・人にかかるコスト（決算年度の人件費など） 

・物にかかるコスト（決算年度の物件費など） 

・移転支出的なコスト（決算年度の扶助費など） 

・その他のコスト（決算年度の支払利息など） 

経常収入 

使用料・手数料、分担金・負担金、寄付金 

純経常行政コスト 

貸借対照表の「純資産の部」の一年間の変動を

財源の受入状況や振替の状況を細かく示して説

明するもの。 

一年間の歳計現金の出入りを「経常的収支」、

「公共資産整備収支」、「投資・財務的収支」の３

つに区分して収支を説明したもの。 

期首純資産残高 

純経常行政費用 

財源調整（一般財源・補助金受入等） 

資産評価替え等 

期末純資産残高 

収  入 

支  出 

当期収支 

期首資金残高 

期末資金残高 
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≪参考≫    

基準モデルに基づく財務書類作成要領 別表 B 

                                   新地方公会計制度実務研究会報告書より抜粋 

別表B1　事業用資産とインフラ資産の区分表

事業用資産 インフラ資産

1 行政財産
1 公用財産

1 庁舎 本庁、支所 ○
2 その他公用施設 職員宿舎 ○

2 公共用財産
1 福祉施設

1 社会福祉施設 老人ホーム、母子福祉センター ○
2 児童福祉施設 保育所、児童館、児童自立施設 ○

2 公衆衛生施設
1 公衆衛生施設 診療所、保健所 ○
2 清掃施設 じん芥処理施設、し尿処理施設 ○

3 農林水産業施設
1 農業関係施設 農業試験場、ポンプ施設 農道を除く ○
2 林業関係施設 林道、一部の山林を除く ○
3 水産業関係施設 漁港を除く ○

4 商工観光施設
1 商工施設 公営事業を除く ○
2 観光施設 公営事業を除く ○

5 道路 地方道、農道、林道、橋りょう ○
6 河川 河川、池沼 ○
7 港湾 港湾、漁港 ○
8 公園 都市公園、児童公園 ○
9 住宅 公営住宅 職員住宅を除く ○

10 防災 護岸、治山 ○
11 教育施設

1 学校 小学校、中学校、高校、幼稚園 ○
2 社会教育施設 図書館、市民会館 ○
3 給食施設 給食センター ○
4 教員住宅 ○

12 公営事業
1 上水道施設 簡易水道、飲料水供給施設 ○
2 下水道施設 都市下水道、集落排水施設 ○
3 病院 ○
4 その他公営事業関係施設 公営競技施設、観光施設、駐車場 電気・ガスはインフラ資産 △ △

2 普通財産
1 土地

1 売却可能土地 ○
2 その他 ○

2 その他普通財産 ○

注１）「△」印は、具体的なケースに即して判断する。

資産の区分
分　類 例　示 注
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別表B2　基本耐用年数表

資産名 耐用年数 資産名 耐用年数

建　物 別表B3参照 建　物

道　路 注1） 48 道　路 15

林道（道路に準ずる） 48
農道（道路に準ずる） 48
橋　梁 60 橋　梁 60
トンネル 75 トンネル 75
立体交差（地下式） 75 立体交差（地下式） 75
人工地盤 60 人工地盤 60
区画整理 40
公　園 注2） 40 公　園 20
防火水槽 30 防火水槽 30
プール 30 プール 30
河川（治水） 注1） 49 河川 30
水　路 30 水　路 30
水門・樋門 25 水門・樋門 25
池　沼 30 池　沼 30
農業農村整備 20
治　山 30
砂　防 50
漁　港 注1） 50 漁　港 50
港　湾 注1） 49 港　湾 50
空　港 25
海岸保全 注1） 30
ポンプ施設 注4） 15
　（防災用排水用）
ごみ焼却場
機械及び装置 別表B4参照
物　品 別表B4参照
地役権（地上権） 5
特許権 8 特許権 8

3 ソフトウェア（同左） 3
ソフトウェア（その他） 5 ソフトウェア（同左） 5
電話加入権 20 電話加入権 20
漁業権 10 漁業権 10
ダム使用権 55 ダム使用権 55
水利権 20 水利権 20
下水道施設（例） 注3）
　下水管きょ 50
　処理設備 50
　ポンプ設備 20
　施設利用権

50　(流域下水処理場利用分)

そ
の
他

財務省令での耐用年数本資産算定で使用する耐用年数

ソフトウェア（複写後販売用）

有
 

形
 

固
 

定
 

資
 

産

無
形
固
定
資
産

 

 

 

 

    



 7 

【資産評価の方法】 

「新地方公会計制度研究会報告書」（平成１８年５月１８日公表）及び「新地方公会計制度実務研

究会報告書」（平成１９年１０月１７日公表）に記載されている作成要領に基づき、資産評価を行って

います。 

 

科 目 種  類 評 価 方 法 

事業用資産（普通財産） 1 筆ごと個別評価 

事業用資産（行政財産） 地積×旧市町村別の平均単価 土 地 

インフラ資産 地積×旧市町村別の平均単価 

立木竹 市有林 森林面積×樹種林齢別単価 

建築価格が判明 建築価格×デフレーター 

建 物 

建築価格が不明 延床面積×建物構造別・用途別単価 

道路 延長距離×幅員別単価 

農道 農道延長距離×幅員別単価 

林道 林道延長距離×平均単価 

橋梁 橋梁面積×上部平均単価＋下部平均設計額 

河川 合併後の河川改良工事費 

防火水槽 取得価格による個別評価（４０㎥以上のみ） 

公園 合併後に供用開始した都市公園の工事費 

工作物 

プール プール水面積×国庫補助基準単価 

機械器具 医療器具等 取得価格のよる個別評価（残存５０万円以上） 

物 品 備品 取得価格による個別評価（残存５０万円以上） 

ソフトウエア 取得価格による個別評価 

電話加入権 備忘価格（１円）で評価 無形固定資産 

地上権 備忘価格（１円）で評価 
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第第第第２２２２．．．．連結連結連結連結のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる会計会計会計会計のののの範囲範囲範囲範囲    

普通会計普通会計普通会計普通会計    一般会計 
単単単単

体体体体    
・ 一般会計 

・ 地域下水道事業 

公営事業会計公営事業会計公営事業会計公営事業会計    

特別会計 

・国民健康保険事業 

・老人保健 

・後期高齢者医療（平成２０年度から） 

・介護保険事業 

・国民健康保険診療所 

・簡易水道事業 

・大野簡易水道事業 

・農業集落排水事業 

・公共下水道事業 

・宅地造成事業 

 

 うち 

公営企業会計 

・水道事業 

・工業用水事業 

・新城市民病院事業 

一部事務組合一部事務組合一部事務組合一部事務組合・・・・広域連合広域連合広域連合広域連合    

・ 愛知県後期高齢者医療広域連合 

・ 新城北設楽交通災害共済組合 

地方公社地方公社地方公社地方公社・・・・第第第第３３３３セクターセクターセクターセクター等等等等    

連連連連

結結結結    

・ 新城市土地開発公社 

・ (財)農林業公社しんしろ 

・ (株)山湊 

 

◇ 第３セクターの要件 

・ 地方公共団体の出資比率が５０％以上 

・ 地方公共団体の出資比率が２５％以上５０％未満の法人は、地方公共団体がその法人の

業務運営を実質的に支配していると認められる場合 

（地方公共団体からの役員の派遣、財政支援の実態より判断） 
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第第第第３３３３．．．．新城市新城市新城市新城市のののの財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表のののの概要概要概要概要    

１１１１    貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表（（（（BSBSBSBS））））≪≪≪≪資産及資産及資産及資産及びびびび負債負債負債負債・・・・純資産純資産純資産純資産のののの状況状況状況状況≫≫≫≫                                                                    

    ○○○○    資産資産資産資産総額総額総額総額                単体単体単体単体    １１１１，，，，３８１３８１３８１３８１億円億円億円億円        連結連結連結連結    １１１１，，，，８８８８０８０８０８０８億円億円億円億円    

・ 資金、金融資産などの金融資産は、単体で８６億円、連結で１１０億円となっている。 

   ・ 事業用資産、インフラ資産などの非金融資産は、単体で１，２９５億円、連結で１，

６９９億円となっている。 

    ○○○○    負債総額負債総額負債総額負債総額                単体単体単体単体            ３１４３１４３１４３１４億円億円億円億円        連結連結連結連結            ５５５５１９１９１９１９億円億円億円億円  

   ・ １年以内に償還する公債費等の流動負債は、単体で３０億円、連結で６３億円となっ

ている。 

   ・ 公債（流動資産に計上するものを除く。）等の非流動負債は、単体で２８４億円、連結

で４５６億円となっている。 

 ○○○○    純資産純資産純資産純資産                    単体単体単体単体    １１１１，，，，０６０６０６０６７７７７億円億円億円億円        連結連結連結連結    １１１１，，，，２９０２９０２９０２９０億円億円億円億円    

            ・ 資産を形成（取得）するために過去に調達した財源で償還等を行う必要のないもの。 

 

２２２２    行政行政行政行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書（（（（PPPPLLLL））））≪≪≪≪行政行政行政行政サービスサービスサービスサービス活動活動活動活動のののの収支状況収支状況収支状況収支状況≫≫≫≫                                                    

    ○○○○    総行政総行政総行政総行政コストコストコストコスト        単体単体単体単体            １５８１５８１５８１５８億円億円億円億円        連結連結連結連結            ２２２２８０８０８０８０億円億円億円億円    

・ 人件費などの経常業務費用は、単体で５６億、連結で８３億円となっている。 

   ・ 物件費などの経常業務費出は、単体で２８億円、連結で４６億円となっている。 

 ○○○○    経常業務収益経常業務収益経常業務収益経常業務収益        単体単体単体単体                １０１０１０１０億円億円億円億円        連結連結連結連結                ５４５４５４５４億円億円億円億円    

・ 行政サービスの対価として負担した利用者負担額など。 

 ○○○○    純行政純行政純行政純行政コストコストコストコスト        単体単体単体単体            １４８１４８１４８１４８億円億円億円億円        連結連結連結連結            ２２２２２２２２７７７７億円億円億円億円    

・ 経常費用合計から経常業務費用を差し引いたもの。この分については、市税・保険料・

地方交付税・国県補助金などで賄っている。 

 ○○○○    市市市市民民民民１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの行政行政行政行政コストコストコストコスト    単体単体単体単体            ２８８２８８２８８２８８千千千千円円円円        連結連結連結連結            ４４１４４１４４１４４１千千千千円円円円    

 

３３３３    純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書（（（（NWNWNWNWＭＭＭＭ））））≪≪≪≪純資産純資産純資産純資産のののの変動状況変動状況変動状況変動状況≫≫≫≫                                                                    

    ○○○○    当期末残高当期末残高当期末残高当期末残高            単体単体単体単体    １１１１，，，，００００６７６７６７６７億円億円億円億円        連結連結連結連結    １１１１，，，，２９０２９０２９０２９０億円億円億円億円    

・ 貸借対照表の純資産について、当年度の増減を「財源変動の部」「資産形成充当財源の

部」「その他の純資産の部」の３区分して表示したもの。 

 

４４４４    資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書（（（（CFCFCFCF））））≪≪≪≪資金資金資金資金のののの収支収支収支収支のののの況況況況≫≫≫≫                                                                                

    ○○○○    当期末当期末当期末当期末資金資金資金資金残高残高残高残高    単体単体単体単体                １０１０１０１０億円億円億円億円        連結連結連結連結                ２５２５２５２５億円億円億円億円    

・ １年間の資金の増減を「経常的収支」「資本的収支」「財務的収支」の３区分して表示

したもの。    

    

    



第4　新城市(連結)の貸借対照表(BS)　　　(学位‥千円)

【資産の部】
1金融資産

資金
金融資産(資金を除く)

債権
税等未収金
未収金
貸付金
その他の債権
(控除)貸倒引当金

有価証券
投資等

出資金
基金･積立金

財政調整基金
減債基金
その他の基金･積立金

その他の投資
2　非金融資産

事業用資産
有形固定資産

土地
立木竹
建物
工作物
機械器具
物品
船舶
航空橡
その他の有形固定資産
建設仮勘定

無形EEl定賓産

地上権
著作権･特許権
ソフトウエア

電話加入権
のれん
その他の無形EiZ定資産

棚卸資産
インフラ資産

公共用財産用地
公共用財産施設
その他の公共用財産
公共用財産建設仮勘定

繰延資産
資産合計

【負債の部】
1売動負債

未払金及び未払費用
前受金及び前受収益
引当金

賞与引当金
預り金(保管金等)
公債(短期)
短期借入金
その他の充動負債

2　非流動負債

公債
借入金
責任準備金
引当金

退職給付引当金
その他の引当金

負ののれん
その他の非充勤負債

負債合計

【舗資産の部】
純資産合計

負債･純資産合計

1.825.720

221.654

3.704.383

0

279.336

5 902.674

152569

※　各会計Suの連結精算表は､ 28ページに掲載してあります0

10

10,021.564　F=D+E

2.245147　E

7776417　D=A+B+C

168.930,905　M=｣十K十L

52 820.933 J=G+H十Ⅰ

50.629.181 Q=〇十P

128,323.288　R

178952469　S=Q十R
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２新城市（連結）の貸借対照表（ＢＳ）の概要 

(1) 資産と負債・純資産の状況 

平成２１年度末現在の資産合計は、１，８０８億円であり、その内訳は、資金、債権、投資

等の金融資産が１１０億円（構成比６．１％）、道路や建物等の非金融資産が１，６９９億円（構

成比９３．９％）となっている。 

金融資産で主なものは、基金・積立金が５６億円（構成比３．１％）となっている。 

非金融資産で主なものは、道路等のインフラ資産が１，１６１億円（構成比６４．２％）、公

有財産である事業用資産が５３５億円（構成比２９．６％）となっている。 

一方、資産形成等に要した資金の内訳は、今後返済を要する負債合計が５１９億円（資産合

計に対し２８．７％）であることに対し、今後返済を要しない純資産が１，２９０億円（資産

合計に対し７１．３％）となっている。 

負債合計の内訳は、流動負債が６３億円（資産合計に対し３．５％）、非流動負債が４４７億

円（資産合計に対し２５．２％）、となっている。 

流動負債の主なものは、公債（短期：翌年度償還予定額）が５１億円（資産合計に対し２．

８％）となっている。 

非流動負債の主なものは、翌年度（平成２１年度）償還予定額を除く公債が３８７億（資産

合計に対し２１．４％）、退職給付引当金が６２億円（資産合計に対し３．４％）となってい

る。 

なお、公債は、流動負債に計上した公債（短期）も含めると４２９億（資産合計に対し２３．

７％）となり、負債合計の８４．３％を占めている。 

(2) 住民一人当たりの貸借対照表について 

平成２０年度末の住民一人当たりの資産合計は３，５１８千円であり、この内訳は、金融資

産が２１３千円、非金融資産が３，３０５千円となっている。 

一方、負債・純資産合計は３，５１８千円であり、この内訳は、流動負債が１２２千円、非

流動負債が８８７千円、純資産が２，５０９千円となっている。 

（注）住民一人当たりの数値は、次の人口で除して算出した。 

平成２０年度は、人口を５１，４０２人（作成基準日：平成２１年３月３１日現在）とした。 
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３ 科目の内容説明 

(1) 資産の部 

「資産」は、これまでの行政活動により形成された様々な資産（社会資本）の年度末現在の財

産価値を示しており、翌年度以降も住民に対して行政サービスや経済的便益を提供するもので、

将来も住民生活や行政活動に役立つものとして、後世に引き継がれる「住民の財産」である。 

① 金融資産 

資金、金融資産（資金を除く）の別に区分して計上している。 

ア 資金 

資金の範囲は、現金及び預金等（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

む）としており、歳入歳出現金のほか、歳入歳出外現金も含んでいる。 

イ 金融資産（資金を除く） 

債権、有価証券、投資等に分類して計上している。 

(ｱ) 債権 

a 税等未収金 

市税等に係る収入未済額を計上している。 

b 未収金 

税等未収金に計上した市税等を除く収入未済額を計上している。 

c 貸付金 

各種団体及び個人に対する貸付金のうち償還期限が到来していないものを計上してい

る。 

d その他の債権 

上記税等未収金、未収金及び貸付金以外の債権を計上している。 

e （控除）貸倒引当金 

税等未収金や未収金について、今後の回収ができないと見込まれる金額を見積計上し

ています。見積額の計算については、作成要領等に「過去３年間の実績（不能欠損率）

に基づいて算定することができる。」とされているため、その方法で計算しています。 

(ｲ) 有価証券 

本市が持つ株式や債券で市場価格があるものについては、年度末の市場価格をもって計

上しています。市場価格のないものについては、取得価格をもって計上してあります。 

(ｳ) 投資等 

出資金、基金・積立金、その他の投資に分類して計上している。 

a 出資金 

本市が政策目的をもって保有する有価証券を分類しています。市場価格があるものに

ついては、年度末の市場価格をもって計上しています。市場価格のないものについては、

取得原価をもって計上しています。 

b 基金・積立金 

財政調整基金は、将来の資金不足に備えて、預金等により保有している積立金です。

減債基金は、将来の市債償還に備えて、預金等により保有している積立金です。 

c その他の投資 

出捐金を計上しています。 
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② 非金融資産 

事業用資産、インフラ資産及び繰延資産の別に区分して計上している。 

ア 事業用資産 

資本形成のための資本的支出がなされた後、将来の経済的便益（キャッシュ・フロー）

の流入が見込まれる資産（将来売却が可能なもの）であり、公有財産として管理されて

いる土地、建物などを計上している。 

イ インフラ資産 

資本形成のための資本的支出がなされた後、将来の経済的便益（キャッシュ・フロー）

の流入が見込まれない資産（将来売却が不可能なもの）であり、道路、橋りょう等の社

会資本を計上している。 

ウ 繰延資産 

将来の期間に影響する特定の費用で、既に代価の支払いが完了し又は支払い義務が確

定し、これに対応する役務の提供を受けたにも関わらず、その効果が将来にわたって発

現するものと期待されるものを計上している。 
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【資産の算定方法】 

 

総務省基準モデル方式へ移行するにあたり、次の算定方法により行った。 

○ 平成１９年度以前に取得した事業用資産及びインフラ資産については、総務省の「新地方公

会計制度実務研究会報告書」等を基に、公正価値により、評価している。 

例えば、土地については、有償・無償取得を問わず、固定資産税評価額を基礎に、建物・工

作物（道路等）については、取得価額×デフレータなどによる再調達価額を基礎に評価額を算

定している。      

○ 平成２０年度以降に取得した事業用資産及びインフラ資産については、資産の取得に係る直

接的な対価（公有財産購入費・工事請負費）のほか、付随費用（設計等の委託費）も取得価額

に含め、積み上げている。 

○ 土地、建物・工作物（道路等）以外の資産のうち、物品については、残存価額50 万円以上

の備品等を積み上げている。 

○ 物件購入費等のリース資産については、「リース取引に関する会計基準」により、ファイナ

ンス・リース取引として、リース料の総額を取得価額として積み上げている。 

○ 事業用資産・インフラ資産（土地、立木竹及び美術品を除く）については、残存価額をゼロ

とし、取得年度の翌年度から定額法により減価償却を行っている。 
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(2) 負債の部 

「負債」の大部分は、市民に行政サービス等を将来とも提供する資産（社会資本）を形成す

るための地方債の未償還額等で、既存の社会資本に対して、後世の住民が将来の市税、地方交

付税等によって賄っていくこととなる債務で、「後世の住民の負担」といえる。 

① 流動負債 

ア 未払金及び未払費用 

債務負担行為による物件購入等費用のうち翌年度（平成２２年度）に支払いが確定し

ている金額を計上している。 

なお、翌々年度以降の支出予定額については、非流動負債の「その他の非流動負債」

に計上している。 

イ 引当金 

賞与引当金として、翌年度（平成２２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（１２月～５月）に対する本年度の支給対象期間（１２月～３月）の割

合（４／６か月）を乗じた額を計上。 

ウ 預り金（保管金等） 

資金の範囲に含めている歳入歳出外現金を計上している。 

エ 公債（短期） 

公債残高のうち翌年度（平成２２年度）に償還が予定されている公債元金相当額を計

上している。 

② 固定負債 

ア 公債 

公債残高のうち、翌々年度（平成２３年度）以降に償還期限が到来する公債元金相当

額を計上している。 

なお、計上額は年度末の公債残高から翌年度（平成２２年度）の公債償還予定額（流

動負債に計上した分）を差し引いた金額である。 

公債残高は財政状況を認識する上で重要な情報となることから、資産形成以外に充て

られた公債（災害復旧のため及び地方財政措置上特例として発行した地方債）を含む全

ての公債を計上している。 

イ 引当金 

退職給付引当金について、本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職者を除く）

が普通退職（自己都合退職）した場合の退職手当を次の期末要支給額方式による簡便法

により算定した額を計上している。 

勤務年数ごとに（職員数×平均俸給月額×退職手当の支給率）を算定し合算する。 

 (3) 純資産の部 

「純資産」は、資産合計から負債合計を差し引いた差額で、現在保有している資産のうち、

これまでの世代が負担し、将来の返済や支出の必要のない資産額を、「財源」、「資産形成充

当財源（財源調達別）」、「その他の純資産」に区分して計上している。 

なお、科目内容は、「純資産変動計算書（ＮＷ）」の項を参照。 



第5　新城市(連結)の行政コスト計算書(PL)　(学位‥千円)

【経常費用】
1,経常業務費用

(力人件費
議員歳費
職員給料
賞与引当金繰入
退職給付費用
その他の人件費

②物件費
消耗品費
維持補修費
減価償却費
その他の物件費

③経費
業務費
委託費
貸倒引当金繰入
その他の経費

④業務関連費用
公債費(利払分)

借入金支払利息
資産売却損
のれん償却額
その他の業務関連費用

2　移転支出

①他会計への移転支出
②補助金等移転支出
③社会保障関係費等移転支出
④その他の移転支出

経常費用合計(総行政コスト)

【経常収益】
経常業務収益

(丑業務収益

自己収入
その他の業務収益

②業務関連収益
受取利息等
資産売却益
負ののれん償却蛮
その他の業務関連収益

経常収益合計

【少数株主利益(または少数株主損失)】

純経常費用(純行政コスト)

111,479

5,838,665

0

-1 40.952

2,331 ,949

821 ,407

1 ,044,586

1 ,855,470

1 ,288,485

23,680

1 ,960,073

13,307

494,334

980,23 7

3.760

0

0

456,984

4,804,91 4

33,080

6,334

0

0

1 ,066,572

1 7,083,464　E=A+B十C+D

8,141,141 A

5,009,948　B

2,491,394　C

12,342,275　F

46

0

1,542,175

1 0,800,054

29,425,739　G=E+ド

5,910,900 J=H+I

4,837.994　日

1.072,906 I

5,910,900　K=J

0 L

-23,514,839 M=(KIG)-L ㌫療　NWMへ

※　各会計別の連結精算表は､ 29ページに掲載してあります0
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２ 新城市（連結）の行政コスト計算書（ＰＬ）の概要 

(1) 経常費用合計（総行政コスト）の状況 

平成２１年度の経常費用合計（総行政コスト）は、２８０億円であり、経常業務費用が１６

５億円（構成比５８．７％）、移転支出が１１６億円（構成比４１．３％）となっている。 

経常業務費用の内訳は、職員給料等の人件費が８３億円（経常業務費用に対し構成比５０．

５％）、減価償却費を含む物件費が４６億円（経常業務費用に対し構成比２８．１％）、委託

費等の経費が２３億円（経常業務費用に対し構成比１４．０％）、公債費（利払分）等の業務

関連費用が１２億円（経常業務費用に対し構成比７．４％）となっている。 

移転支出の内訳は、生活保護費、児童保護費等の社会保障関係費等移転支出が１５億円（移

転支出に対し構成比１２．８％）、補償金等のその他の移転支出が１０１億円（移転支出に対

し構成比８７．２％）となっている。 

なお、平成２１年度の経常費用合計（総行政コスト）に対する経常収益は５４億円であり、

内訳を見ると、使用料及び手数料等の料金等収入を含む自己収入等の業務収益が５２億円、受

取利息及び雑入等の業務関連収益が１億円となっている。 

(2) 純経常費用（純行政コスト）の状況 

平成２１年度の経常費用合計（総行政コスト）から経常収益を除いた純経常費用（純行政コ

スト）は、２２７億円であり、経常費用合計（総行政コスト）に対する割合は、８０．９％と

なっている。 

(3) 住民一人当たりの行政コストについて 

平成２１年度の住民一人当たりの経常費用合計（総行政コスト）は、５４５千円で、これに

対する収入（経常収益合計）１０４千円を差し引いた純経常費用（純行政コスト）は、４４１

千円となっている。 
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３ 科目の内容説明 

(1) 経常費用 

① 経常業務費用 

ア 人件費 

議員歳費、職員給料、賞与引当金繰入、退職給付費用及びその他の人件費の別に区分

して計上している。 

(ｱ) 議員歳費 

報酬のうち議員報酬を計上している。 

(ｲ) 職員給料 

職員給料及び職員手当等を計上している。 

 (ｳ) 退職給付費用   

前期末退職給付引当金残高と当期末退職給付引当金残高の差額を計上している。 

(ｴ) その他の人件費 

報酬のうち議員報酬以外の委員報酬及び非常勤職員報酬、共済費、賃金、災害補償

費を計上している。 

イ 物件費 

消耗品費、維持補修費、減価償却費及びその他の物件費の別に区分して計上している。 

(ｱ) 消耗品費 

消耗品（資産として計上しない取得価額５０万円未満の備品を含む）、燃料費、材

料費、食糧費等を計上している。 

(ｲ) 維持補修費 

資産形成につながらない施設等の維持補修費を計上している。 

(ｳ) 減価償却費 

事業用資産に係る減価償却費を計上している。 

なお、インフラ資産に係る減価償却費については、純資産変動計算書の直接資本減

耗へ計上している。 

(ｴ) その他の物件費 

上記の物品購入費、維持補修費以外の物件費を計上している。 

ウ 経費 

業務費、委託費、貸倒引当金繰入、及びその他の経費の別に区分して計上している。 

(ｱ) 業務費 

旅費交通費を計上している。 

(ｲ) 委託費 

資産形成につながらない委託料を計上している。 

(ｳ) 貸倒引当金繰入 

前期末貸倒引当金残高と当期末貸倒引当金残高の差額を計上している。 

(ｴ) その他の経費 

報償費、交際費、手数料、使用料及び賃借料を計上している。 

エ 業務関連費用 

公債費（利払分）、借入金支払利息、資産売却損及びその他の業務関連費用の別に区
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分して計上している。 

(ｱ) 公債費（利払分） 

公債費の利子支払額を計上している。 

(ｲ) 借入金支払利息 

一時借入金に係る支払利息を計上している。 

(ｳ) その他の業務関連費用 

償還金、割引料等を計上している。 

② 移転支出 

ア 他会計への移転支出 

他会計への繰出金が対象となるが、連結の対象とならない財産区への繰出金以外の支

出は、全額が相殺により消去されている。 

イ 補助金等移転支出 

政策目的による負担金、補助及び交付金を計上している。 

ウ 社会保障関係費等移転支出 

生活保護費、児童保護費等の扶助費を計上している。 

エ その他の移転支出 

扶養費等支出及び補助金等支出以外の経常移転支出（負担金、補助金、交付金及び補

償補てん及び賠償金等）を計上している。 

(2) 経常収益 

① 経常業務収益 

ア 業務収益 

自己収入及びその他の業務収益の別に区分して計上している。 

(ｱ) 自己収入 

使用料及び手数料、財産貸付収入、受託事業収入及び収益事業収入等を計上してい

る。 

(ｲ) その他の業務収益 

自己収入以外のその他の営業収益を計上している。 

イ 業務関連収益 

受取利息等、資産売却益及びその他の業務関連外収益の別に区分して計上している。 

(ｱ) 受取利息等 

預金利息及び配当金を計上している。 

(ｲ) その他の業務関連外収益 

延滞金、加算金及び過料、雑入等を計上している。 



第6　新城市(連結)の純資産変動計算書(NW) (単位二千円)

純資産合計 

前期末残高 ��#津�ヲﾃ�Sb�

当期変動額 ��

Ⅰ_財源変動の部 ��ｳ�"ﾃ��r�

1財源の使途 茶3�ﾃ3c2ﾃccb��

1耗経常費用への財源措置 茶#2ﾃS�Bﾃ�3鋳�

2匡l定資産形成-の財源措置 茶C���c#���

事業用資産形成-の財源措置 茶�緜s"ﾃcSr��

イノフフ資産形成への財源措置 茶"ﾃ3#rﾃ田B��

長期金融資産形成-の財源手首 茶s32ﾃンR��

@その他の財源の使途 茶2ﾃ��Bﾃ3����
直接資本減耗 茶2ﾃ��2������

その他財源措置 茶�ﾃ�#���

2.財源の調達 �3�CcSs�2�

1税収 唐ﾃc�津SSb�

2社=保険料 �"ﾃ�#"ﾃ�SR�

3移転収入 ��S#�ンS��

他=計かbの移転収入 �3鉄R�

補助金等移転収入 ���イ��CR�

国庫支出金 湯緜3津C���

都道府県等支出金 �"ﾃ#��ﾃs#b�

市町村等支出金 ���

その他の移転収入 �33cCゴ��

④その他の財源の調達 迭ﾃc#Rﾃ##��

固定資産-却収入(7E:本分) 塔rﾃ��2�

長期金融資産償収入(本) 鼎CC#�b�

その他財源調達 迭ﾃ�釘���"�

Ⅱ資産形成充当財源変動の部 �3C��C�b�

1固定資産の変動 �3S�c�C��

1固定資産の減少 茶ュ�･����R��

5 

除-却相当額 茶���cc��

2固定資産の増加 鼎3鼎cCR�

固定資産形成 鼎���c#2�
免償所管換等 �3釘ﾃ�#"�

2融の変動 �#ンc���

l長期金融資産の滅'yt 茶CCBﾃ#�B��

2生の増加 都33ンR�

3評.差額等の変動 茶3�CC�R�

1評価.換算差額等の滅′1､ 鉄3涛SB�

再評価損 茶S���rﾅ�#�鋳�欝��｢篦駛�j��奉�#3RﾃS3��#3RﾃS3��x�8ｬ2�

その他評価額等減′1､ 

②評価.換算差額等の増加 
再評価益 
その他評価額等増加 

Ⅲ.少数株主持分変動の部 ���
l′､53の減′J､ ���

2.少数株主持分の増加 ���

Ⅳ.その他の純資産変動の部 茶BﾃCS津C����

lロ未刀析残- 茶BﾃI¥U��C������?�?��ﾉ?�ﾒ���ﾒ�

2その他純資産の変動 
その他純資産の滅′｣､ 

その他純資産の増加 
当期変動静合計 茶ツU�cｒ�

当期末残高 ��#づ3#2ﾃ#モ�

※　各会計別の連結精算表臥30ページに掲載L,てあります0
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２ 新城市（連結）の純資産変動計算書（ＮＷ）の概要 

(1) 財源変動の部・資産形成充当財源変動の部・その他の純資産変動の部の状況 

平成２１年度の純資産は、前期末残高１，２８１億円から当期変動額として８億円増加し、

当期末残高は１，２９０億円となっている。 

この当期変動額の内訳は、財源変動の部が１７億円の増、資産形成充当財源変動の部が４

０億円の増、その他の純資産変動の部が４８億円の減となっている。 

(2) 住民一人当たりの純資産について 

平成２１年度の住民一人当たりの純資産は、前期末残高より１６千円増加し、２，５０９

千円となっている。 
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３ 科目の内容説明 

(1) 財源変動の部 

財源の使途、財源の調達の別に区分して計上し、行政コスト計算書に計上されない財源の

流出入を表している。 

① 財源の使途 

財源の使途は、市税や地方交付税などの一般財源や国庫補助金などの財源をどのような

ものに使ったかを表している。 

ア 純経常費用への財源措置 

純経常費用への財源措置は、行政コスト計算書の収支尻である純経常費用（純行政コ

スト）と連動している。 

イ 固定資産形成への財源措置 

事業用資産・インフラ資産の形成のために支出した金額を計上している。  

ウ 長期金融資産形成への財源措置 

貸付金、出資金、基金・積立金等の長期金融資産のために支出した金額を計上してい

る。 

エ その他の財源の使途 

直接資本減耗（インフラ資産に係る減価償却費相当額）等を計上している。 

② 財源の調達 

財源をどのような収入で調達したかを表している。 

ア 税収 

個人所得課税、法人所得課税を計上している。 

   イ 社会保険料 

     国保健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を計上しています。 

ウ 移転収入 

  他会計からの移転収入は、他会計からの繰入金が対象となるが、連結の対象とならな

い財産区からの繰入金以外は、全額が相殺により消去されている。 

     国や県から当市に支払われる資金で、補助金や交付税等を計上している。 

     その他の移転収入は、社会保険診療報酬支払基金等からの交付金等を計上している。 

エ その他の財源の調達 

固定資産売却収入及び長期金融資産償還収入（貸付金の償還収入、基金・積立金の取

崩し等）などを計上している。 

(2) 資産形成充当財源変動の部 

固定資産の変動、長期金融資産の変動及び評価・換算差額等の変動の別に区分して計上し、

財源を将来世代が利用可能な固定資産、長期金融資産にどの程度使ったかを表している。 

① 固定資産の変動 

事業用資産及びインフラ資産を取得した額と過去に取得した事業用資産及びインフラ資

産の経年劣化等に伴う減少額を計上している。 

② 長期金融資産の変動 

貸付金、出資金、基金・積立金等の長期金融資産の増加額と減少額を計上している。 

③ 評価・換算差額等の変動 
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長期金融資産等の再評価益のほか、出資先の減資等を再評価損として計上している。 

(3) その他の純資産変動の部 

純資産に係る財源及び資産形成充当財源の変動以外の変動を表し、開始時未分析残高及び

その他純資産の変動の別に区分して計上している。 

① 開始時未分析残高 

過去（平成１９年度以前）に取得した固定資産及び長期金融資産については、その取得

に要した財源（資産形成充当財源）を算定することは困難であるため、一括して、「開始

時未分析残高」に計上している。 

なお、過去に取得した固定資産の減価償却が進むと、開始時未分析残高も減少すること

となる。 



第7　新城市(連結)の資金収支計算書(CF)　(単位:千円)

【軽常的収支区分】
Ⅰ経常的収支
1経常的支出

①経常業務費用支出
人件費支出
物件費支出
経費支出
業務関連費用支出(財務的支出を除く)

②移転支出
他会計への移転支出
補助金等移.転支出

社会保障関係費等移転支出
その他の移転支出

2_経常的収入

①租税収入
②社会保険料収入
③潅常業務収益収入

業務収益収入
業務関連収益収入

@移転収入
他会計からの移転収入
補助金等移転収入
その他の移転収入

経常的収支

8.310.560

3,370.6 96

2.504.547

373.785

46

10.771,871

1,542,1 75

43,489

4,842.220

1,131.522

3,955

12,91 9 493

3,364,322

【資本的収支区分】
Ⅱ.資本的収支

1.貸本的支出
①固定資産形成支出
②長期金融資産形成支出
③連結の範囲の変更を伴う出資･出栴支出
④その他の資本形成支出

2　資本的収入

①固定資産売却収入
②長期金融資産償還収入
③連結の範囲の変更を伴う出資･出靖償還収入
④その他の資本処分収入

資本的収支

基礎的財政収支

【財務的収支区分】
Ⅲ　財務的収支

1財務的支出
(9支払利息支出

公債費(利払分)支出
借入金支払利息支出

(塾元本償還支出
公債費(元本分)支出

公債(短期)元本償還支出　3,890,732

公債元本償還支出　　　　　528.1 86

借入金元本償還支出
短期借入金元本償還支出　1,668,729

借入金元本償還支出　　　　18,329

その他の元本償還支出
2　財務的収入

①公債発行収入
公債(短期)発行収入
公債発行収入

②借入金収入
短期借入金収入
借入金収入

③その他の財務的収入
財務的収支

当期資金収支親

期首資金残高
期末資金残高

980,238

3,760

4,41 8.918

1.687 058

2.031 483

6 000

3,526,000

1.602.085

10.01 5

26,917 169　C=A+a

l4559.588　A

12357.581 B

32 834.421 H=D十E+F+G

8,566,413　D

2,006,496　E

5.973742　F

16.287.770　G

4,080,622

733.896

0

435.000

69,502

443,685

0

446.094

5.917.252 1=H-C

5.169,518　N=J+K十L十M

l

.1

959,281 S二〇十P+Q十R

-4,210 237　TこS-N

1 707.015　∪=Ⅰ+T

9.121.457　X=∨十W

983.998　V

8137,459　W

7 192.739　AB=Y+Z+AA

3･532.∞O Y

l.612.100　Z

2.048,639　AA

-1 928.71B AC=A〔卜X

-221.703　AD=U十AC

2,466,850　AE

2,245147 AF-AD･AE濫車　BSへ

※　各会計別の連結精算表は､ 3 1ページに掲載L/てあります｡
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２ 新城市（連結）の資金収支計算書（ＣＦ）の概要 

(1) 資金収支（キャッシュ・フロー）の状況 

平成２１年度の資金収支は、現金収入合計が４２３億円に対し、現金支出合計が４２４億

円である。この結果、期首資金残高２６億円から当期資金収支額とし１億円減少し、期末資

金残高は２５億円となっている。 

その内訳は、経常的収支で５４億円のプラス、資本的収支で３９億円のマイナス、財務的

収支で１６億円のマイナスとなっている。 

(2) 住民一人当たりの資金残高について 

平成２０年度の住民一人当たりの期末資金残高は、期首資金残高５１千円から、当期資金

収支額として２千円減少し、４９千円となっている。 
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３ 科目の内容説明 

(1) 経常的収支 

経常的支出及び経常的収入の別に区分して計上している。 

① 経常的支出 

経常業務費用支出及び移転支出の別に区分して計上している。 

これらは、行政コスト計算書の区分に応じており、経常業務費用支出は、行政コスト計

算書の「経常業務費用（公債費（利払分）・借入金支払利息を除く）」の、移転支出は、

行政コスト計算書の「移転支出」のキャッシュ・フローを表している。 

② 経常的収入 

租税収入、社会保険料収入、経常業務収益収入及び移転収入の別に区分して計上してい

る。これらは、純資産変動計算書、行政コスト計算書の区分に応じており、租税収入、移

転収入は、純資産変動計算書の「税収」、「移転収入」の、経常業務収益収入は、行政コ

スト計算書の「経常業務収益」のキャッシュ・フローを表している。 

(2) 資本的収支 

資本的支出及び資本的収入の別に区分して計上している。 

① 資本的支出 

固定資産形成支出、長期金融資産形成支出及びその他の資本形成支出の別に区分して計

上している。 

固定資産形成支出及び長期金融資産形成支出は、純資産変動計算書の区分に応じており、

固定資産形成支出は、純資産変動計算書の「固定資産形成」の、長期金融資産形成支出は、

純資産変動計算書の「長期金融資産の増加」のキャッシュ・フローを表している。 

なお、その他の資本形成支出は、資産形成とはならない短期貸付金支出等のキャッシュ・

フローを表している。 

② 資本的収入 

固定資産売却収入、長期金融資産償還収入及びその他の資本処分収入の別に区分して計

上している。 

固定資産売却収入及び長期金融資産償還収入は、純資産変動計算書の区分に応じており、

固定資産売却収入は、純資産変動計算書の「固定資産売却収入（元本分）」の、長期金融

資産償還収入は、純資産変動計算書の「長期金融資産の減少」のキャッシュ・フローを表

している。 

なお、その他の資本処分収入は、資産形成とはならない短期貸付金元本額償還等のキャ

ッシュ・フローを表している。 

(3) 財務的収支 

財務的支出及び財務的収入の別に区分して計上している。 

① 財務的支出 

支払利息支出及び元本償還支出の別に区分して計上し、公債及び借入金に係る元本償還

支出、支払利息に係るキャッシュ・フローを表している。 

なお、歳入歳出外現金の払出しは、「その他の元本償還支出」に計上している。 

② 財務的収入 

公債発行収入、借入金収入及びその他の財務的収入の別に区分して計上し、公債及び借
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入金収入に係るキャッシュ・フローを表している。 

なお、歳入歳出外現金の受入れは、「その他の財務的収入」に計上している。 



【連結精算表】

1.貸借対照表(BS)の連結精算明細

【様式署1 0号】②

耳まま播主意

連結貸借対照表作成ワークシ-ト

(単位:千円)

科巳- 【資産の部 儿�,ｨ檍ﾇb��%YK)mｨ4�*ｹ~ｹ9��2�劔劔劔劔�� その他 劔劔剔轟v (単耗合算) 剔且E消去 蓬程修正 等 捧mXﾇb���Hﾞ)fｹ�ﾘ�[h�ｩur� ��新城土地 開発公社 ��｢��ｨ抦ﾇb��｢�(蘇)山湊~ 蜜��+X/�+X.ｲ�小計 ��ﾘﾇb��%��8ﾘx蠅��相殺消去 連結修正 等 冦Xﾇb�

病院手業 侭�Y;倬hｼb��=工業用水道 業 俛���()]ｸﾊ���ﾉ]ｹ�ｼb�綿鵤�介護保険章票 迄ﾙ�菱ﾊ��l簡易水道事業 冕喜美 佰hｺH岔�Xﾊﾘ薰�ﾄ��桓地造成事業 劔劔┴�ｨﾊx*ﾘ-ﾉW凭����*ｸ�8ﾔﾈ司��ﾘr�小計 

資金 等_ﾂﾃcc��鳴��42 鉄S�2ﾘｫ�3��鼎ン3b� 劔ll I~~7652､7 勍t..三 � 辻��� ��l �- � �� ��

現等未収金 夏蚕套二二二二 互生童.I その他の債権 都�c�3b��b纉Cr���劔儖室oio 劔0 7.669 �"����� 釘�ン��C途�､8 白苒ﾃ塔宝C3��都偵ン����イ途�訳�����蔦8�����一一135.ー51 0 16813 �6s�3Rﾓ�S����S�c��2�_2.6 5 棉鈬�釘�3"�塔��197.014 0 ー0430 ��%�#CRﾃ�Cr�砺sン��イSsC��0 �##CR��Cr�都津ン��イSsC��

1.05 12 塗�｣S�����B纉sr� 劔0 r.a lo 枇8��$��｣����蕋�#32�鑓�鑓���躍V���剴���ｦ��ﾃ##b�0 0 lO ��519 蔦�繝S2ﾃイR� ��0 ���0 尾ﾆ���� ���7674 ��乙674 

250 097 �� ��0【0 00 �0 0 �����lo lo ��1.55 没滅�cR���薬�3.815 146097 ��3,815 146097 

真価証券 出資-4- ��ｲ�9.575 ��湯繝#B�ー00lo OFo lOrD 】olO 】olo 】0】0 �01.0 rO18 lO】D 】o喜8 246.79ーZO 】olo 决o lO 】o 】0 】0 !0 FIB.456 牝B���ﾈ���ﾆ��ﾃ#Cr�##2��唐��ｳ#涛C#r�Eo rO 0 lo 】D 】0 】二で~5152 牝�����ﾆ�&��ﾄ�B��｣�����｣cr綉ﾆﾃ3����ｦ��冤O 免���｣��ﾆ��ﾄ��ﾆ��ﾃ��ﾃs"� 鼎湯� ��99 韮�0 ���0 ��� ��0;0 �(示r紊湯� �#�鼎湯�

財政調整基金一 滴盾基金 その他の授業 金言免資臣 白霹B�#"�3��ﾂ�C��6ｨ�ｳゅ�S��57ー 5.720 i,654 5639 6.ODD 453 �����������S3����ｵ���EcC迭�劔劔冤O 0 0 0 0 :-15095 �2 2 田s��s#��cSB�澱�S4"�R�-31,171 /tt畑5二 ��00 20 54 96 38 飛�����途��ビ���D D O ]D 】0 �������砥��ビ���0 a 0 0 7,700 ���$��������｣w#r��｣��0 8 0 8 0 ��｢�ﾂ�ﾂ����ｳ�經��olo ol.0 0⊆0 oFo lE10,501 ��srﾃS���爾繝#Ss#��##�緜SB�2縱�H�ｳ3�2�#�B縱3��-167.100 -lO6.000 ���紊����繝#Rﾃs#��#(�ｳcSB�2縱�Bﾃ3�2���ゅs3��

土地 立木竹 建物 基地__ 払拭着果 物品 L.:: 航空毛監 建設仮勘定 bJ=& 著作権一博許権 ソフトウエア 電≡舌加入権 のれん �#ゅ)o�緜EB����#r縱Sr�#��3c偵33b�5C偵�c��ﾆﾂ��ッ���"蕕SB������紊C偵#S���ゅ3sR�����32�3���������田U�dB�B�5��"纉s"�3r蕕唐�ED�CcB��貪ビ�������������������r�lo】o rolo lD【0 lo!0 10】o 】2.59410 lO】0 lO】0 【OlO oEo 00 00 ョoo 一oo 】o】o 儖lo DLO FDO too loo 10】o 】o】o OlO OlO lo岳0 lore OIO lQl0 Oヨo 0】8 冤o r8 0 0 0 】0 lO iD lO 8 0 0 0 0 0 嶋�｣3B��#r���｣���､�釘縱ビ��ｦ�B��ｦ�津SSR���2紊���ﾆ���T�������｣���8��������ﾆ���ｦ���樋｣���､������ﾄ��f���飛�ﾄB����ﾆ���｣���､��ﾆ��ﾆ��ﾃ�������������ｦ��ﾆ��示��ﾆ���鑓�｣��������������������������ﾆ��������迭�#���$��RﾃcCr�������ﾄ������������������途�C���sSr�sC"�S���R��b�����S��sR������｢�����-.Ol6 ��9 18 57 42 59 05 16 0 0 59 5 0 8 1 ー 0 2 9 嶋�｣����｣�ﾒ���ｦ��������������������&R�D韮�Eﾓ�����������辻ﾚ48腥�ｳ3��������������������������������-.二一159,664 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 冉ﾘ���S偵ccB��｣�����､���ｦ��ﾄ���ｦ��ﾄ��ﾆ��ﾄ��ﾄ��ﾄ��ﾄ��ﾄ��ﾆ��ﾄ��∴-3,228 0 0 l.219 0 0 294 0 0 0 0 C a 0 0 0 肇ﾕ�'D"����ﾃC��������#R�����"��｢��｢�･219J510 0 0 42,314 0 0 25318 0 0 0 D 0 0 0 0 0 �+���#摘�cB�#��4#e������#u�Sr�#R經�S�Sb�3Sbﾃ3S���握���������C偵#S���づ3sR�����32�3�������-だ273,loo ���繝#r經cB�#づ3ッﾃC������#ssSr�#R經�Rﾃ�Sb�3Sc3S��C3�ﾃ��R�イCc3B������紊C宝#S����3sR�����32ﾃ3�������

胡Ⅰ初資産 寺薬用資産 ��0 161■ 津#32�3�繝�2�ﾚCCSCCャr�E27339 t253 Fて.加_186 唐���ﾒﾒ���0 lo l-舟 免��ﾄ��鐙��2�】o lD 1､0 牝B�ﾄ��s��Fo 0 1157B7¢ ��a 0 L"8 �����lO l8 I"~g 牝B�Xｹ｣づツ2������都"���� 剴����0 0 �����0 2392-皇空 ��薬�0 535 免ﾂ��D 1茎367 �3BﾃSs"�"緜3B���b� �3B經s"�

公共用財産用地 公共用財産施設 インフラ音量 �#�3��X�3c��S��#"��"縱R�674 150 3ーB 045 87 ���������ﾃ��r27.140 7,490.465 -0 17至,870 鼎3#"��S偵�SB�����6ふ��5�sb�】0 -0 0 0 ■○ 杷��ﾄ���｣���ｦ��ﾃ｢ﾓ｣��0 0 0 】0 】pO ��������ｦ���貳��0 0 0 lO l 都�繝#B�涛ゅツB�ﾆﾂﾃ3ィ紊S�����32��CB��3e��ｳs��S#ッ�#3���｣��ﾓ｢�胼･6鉄Vｦb�719 0 7353.214 6R847 ･ぷLV㌧ワ42217BO 放H*ﾒﾖｦ�)$����������耳耳��?�r�l一.A;., 29.454.823 61.303812 24.615_2T4 ~469.762 ~Yf5_1~81号 凵`,E) ��3 2 4 2 ���ⅳ����������ltp∵0 ZO FO q FO 抱x�����������～:､2292;a ○ 0 D 0 �62粢｢��$��C�������:三ノ__之048 0 0 0 0 ��I.､才9i99旦 O 0 0 0 戊耳ﾍﾈﾜｸｷ#�8モ�#宝CSB繝#2�c�3�2ﾄ#�"�#Bﾃc�Rﾃ#�B���偵sc"�二､三ゝ_0 撞S#3�#�32�#津CSBﾃ�#2�h爾�3�2繝�"�#B緜�S#�B�Cc偵sc"�

_繰延資産 梁産合計 哦茱3b�3��0 801 �#cb�3c��､貞�ﾈ�#3sC2�l 鳴�bﾓ#���ヲ�D 免��】0 iノV19_456 韮�a 箔ｷ鶇����c2�0 62 ���Sｨ自?｢�0 ��｣��1一一 塗�ｲ�#WB�-yJEr 宝��I 1 啅�����0 梯ﾒ�7纈���-ゝぢ.つ 0 ��ﾓ����∫.ソ心 0 ��0 冩�Sイ7#c���#cc3c��こ:-8 �#cb�3c��

【負債の部】 冨与引当金 ��3��s2���#cC�c2��#��ｵ�S2�����321,576 lOl 】 鳴����ﾆﾂ���S�����鳴�����l i O 0 田#����0 0 ���&�������l 0 0 ��｢�ﾄ��ﾄ�� �#r���.-1_085_816 宝�ur�cb�ニー一1 7.027 0 �����ITz10 0 0 a 0 �6ﾖ免ﾓs3�B�����､､-.SEjk52三唱ヰ書 0 0 �8h自�E､3呈ﾂ�ﾂ�ﾂ����ﾆ��→!5二ク78 21]5 0 白����X荿ﾆB�r/-'L豆99 l l l6_687 l1_704 �������ﾂ�cs2ﾃc3B��縱�B�-ETlllX) ���ﾅ7'X��Tﾃ��cs3c3B��縱�B�

公債(短期) 短期借入金 公債 田b��S2�"經Cゅc���B���#��S��3�����33�#迭���｢�#��3C��｢�3s�X盾�0 lO l105.711 0 13.506 l �����������3.8930 DO o】D OlO OZo 儺,674 0 】0 lO ED 摘�3#����������5.329 0 3.968 DL 0ー 摘��c�����#3涛#������励Cビ���#づ田������4,356 0 298428 0 0 免��������r縱X�ｲ����� �#���S2�S����SB�TO1_558 佝Hｼ�ｮﾂ�5�s2緜S����3B繝SB������������0 lO l8 lO 0 �����������0 0 0 1.589.935 0 乃��F�����ｳSヲ纉3R���0 0 0 a 0 �"�ﾂ�ﾂ�ot8 OEO OlO O≡° OtO 痴3ヲ繝C��cb��S2�3cs2緜S���ﾃSヲ纉3R�3B繝SB� �3ヲ繝C��cb��S2�2緜s2緜S���經ヲ纉3R�3B繝SB�

借入金 茸任準備金 その他の引当金 ののれん 8倍合計 �����R繝ャツ����R�#s宝33b��ｴ�霈"ﾒ��#"�����ﾆﾂﾃ3C"���ｳ��#�2�����｢�ﾒ��4#��3Sw"�2.582.252 0 0 2.463 38.079 l ---_亀061甜7r ���B�����b�����□ 0 0 0 0 0 0 ~′_一:-8_893 �����ｲ���������｢�����;C O 0 0 0 0【 DF コjil74 唐�����｢����������やﾖ鼎鼎��38.689】 0】 0】 0】 Ol Ol oF _i7二g岳6 �2ﾃャr��SR���������������ﾃ�ヲ繝c2�������������5.231.983 0 0 Ol Ol ol C+ 田B纉������CャCR�鈬����������37 1 5 ､~49 塔b�CR���sB�s����3b�TB�-1.05&糾5 �3r縱cR�#ッ�����R纉�#csB��C偵3s�����#u��33b������������鋳���0 0 0 0 0 0 a ���������������a 99.528 a 0 8 0 0 ���湯經#����������ｳ��0 0 0 0 0 0 0 �3�����｢�OFO DLO DtO 00 3二■191 00 00 �3r縱cR�#ッ�湯經#����Rﾃ��"緜sB��S"經c����#s偵33b� �3u�cR�#ッ�S涛S(ｨ����U���3csB��S"經c����#s偵33b�

Ⅰ耗資産の書方】 三r-J= 開始時⊥分析鼓せ- ��繝唐緜#��U�3r經コ��#�"�#CB�ﾓsh爾纔�ｳ��l l -3412 262.031 蔦#S���rﾃ�3��-7一.485 -33ク_ago 鳴�"�ﾓゅcCb���17782 0 禿r�3CR�塔�Cr�-16.327 13.038 蔦#b����R�43 99 �ｩ?｣ゅCS"����繝sr�1 75.313 187T95 牝�S����3 T,734.599 6969_594 �//づ952邪7 21,923 -146.393 ��8 22 6 鳴�ﾓ�3r�c3r�0 0 0 0 陳ﾒﾆ��JiAS_脳.岨 l l 98,827 ⊥76.255 ����"�-.-IJ/=205 130 62 ��Fｦﾆ｢靹6r�ﾂ�B�ﾓ3Bﾃ3C��3ゅ��ｲ�1 8-3白.980 埠�#�53���?�6Ss囲ｳSS��J-<､0 __,_-__<8 八E4ﾂ宝c#捧����

その他耗音量 舗糞産合計 涛ゅSC�紊SR����ザ�sh+�.�ｮ�������bﾃ�c������?�CC"ﾃ3デﾂ�5.13ー966 l ��ッ紊SR��������s�"�932,193 0 ･52も.618事 ��BﾆﾃS����蓼ｶu6ﾃｦ��0 a J-^17_732 �#c5�sb���98�h*鼎v狽�112.325 oI I,ー09836ー 澱ﾃs��?�蓼�ビﾃSモ�63 0 19E 釘�3Sb縱cB���1_640.600 0 蔦�3�Sc"��?�ｶ���W�2�8 ,1275T7才~p �-8254 0 :-1327紺 姪����1 0 蔦����#6ﾂ���0 0 ����#3����740_059 9l 都C�ﾃ�S����4.879 0 �#rc3R�8283_737 0】o ���-273.loo ���

5.513 ��偵CSb�299.427 ��Srﾃ�#"�ll,63 田"�6.258.508 ����蔦�ﾃ�コﾃ��b�ー27.44 176.37 迭�����2�#3R�-∴1【泊.731‡ 100,731 �����s3��濫｢ﾓsc%�3�｢�"紊X�3�釘�V762,631 2.452,094 程禎cR贅�Rﾃ#sb� 凵｡12B.596,38g 蔦#s2ﾃ����ﾓ#s2�����178,95乙469 
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2.行政コスト計算書(PL)の連結精算明細

【様式第1 0号】(塾

連結簸重義
連結行政コスト計算書作成ワークシート

(単位:千円)

科目 乖邵ﾍﾆﾘｶ�ﾔfX齟�劔劔劔剪�

普通会計 凩ｸ�8�c�ﾓｸ���劔劔劔�ﾘﾇb�３｢S��相殺讃去 1台すL} 等 �3｢ｲ�:一i書三F:aJ/≡≒GE≡毒 劍�����儻倅�X4�5ｲﾙ'��剳E言十 (単純合算) ��ｨ膵��ｸ��d葦8�4燃�9��耗計 
小計 ��h��7�&��､ｩJﾘﾏh���小義十 忠��伜(ﾎﾂ�■悪賢巨計 病院宇美 �)�Y;�H+8ﾔ鮎iu�;���Y}Xｿ9((ﾝr�劍V人保健事芸 俑饅��8ｺxｮﾈ樞ﾘﾉ�h揮俛�ﾆH菱ﾊ�ｨ杭�Y;倬hｼb�剪�5�ﾈｿ8ﾆIG)�Xｹ�ﾏhｺI�xﾊﾘ6�ｫｩ�)�ﾈﾄ��劔兌h駟Oﾈ��xﾘr�着EE療広Jま重合 

上軽常費用】 �� �� �� ��免ﾂ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

監星轟 �����33��-0 宝��0 ��ｲ�0 ���†呈o ���0 飛�0 ���ー11_45ー ��111,45ー �#��0 �#��0 ��� 汎��0 ��?｢紊s�� ��ｳ��紊s��

瞭自給斜 撞H�｣C�%��3r�944.580 �#2緜#"�2.998 鉄b緜�R�0 �#b��C2�60.399 都Bﾃ��r�-55,520 ��b縱C��5g,091 ���5.721.76ー ��Fﾂ經S��5_821319 ��B�打 ��B�60 田��926 ��B�3Cb�ー5,272 迭ﾉo�ゅccR� 迭繝2cccR�

与引当金魚入 ���0 ���-0 ���U ���0 ���0 ���0 ���0 ��0 ���0 ���0 友��0 ����D 飛� 唐�

過払給付用 蔦#s�ﾃ��2�129.l31 ���0 ���8 ���8 ���0 �8ﾒ�0 ���一一40952 ��-140,952 ���0 ���0 ���0 韮�O 蔦�C�纉S"� 白ﾓ�C�纉S"�

その他の人件 ��#�H�ｳ�#b�1.007_384 ��偵����クD70 免ﾂ緜唐�0 釘纉#"�132_541 ��"ﾃ����10.623 �3#c��1T811 ���2.330,342 ��2.330.342 湯�α 湯�0 優��3 ���迭�ll.598 �"ﾃ33�纉C�� �"�1.949 

浦尭品菅 鉄3Rﾃcs��20ー643 ���S"�0 ���c��0 ��C��1一.927 田��ィ�15.981 ��ﾃC�2�501 塔r�820_625 ��820,625 鼎R�0 鼎R�468 鼎c��223 釘ﾓb�26g 塔#�紊�r� ��21】407 

維持補修昔 涛�ゅャR�22,454 �#"繝cR�0 ���0 ���89 ��紊#��54.072 �#涛S��2.234 �#�cb�1.044,235 ��1.044235 韮�0 ���147 ��Cr�3 �#���204 ����CBﾃSッ� ��044.586 
エロ:li-: 奉ﾔ偵C#2ﾃ#唐�489t】23 �33"�0 ���0 ���0 ��ゅ�#2�○ ���10 鉄cR�1_85204ー ��1ノ852.041 ���0 ��ｲ�0 ���238 ������342g ��繝SSCs�� ��5_470 

その他の物件菅 宝33b��ッ�603.171 �#Cb縱���1,934 湯經sb�0 售u�33��7.430 ���sB�49.159 �#�繝�2�934 ���#ッ�1.285.910 ��1785910 鉄SB�-O 鉄SB�0 ���1.464 鉄Sr�2.021 ���#モ紊コ� ��88_485 

--.== ��3#s��9.200 �#cR�4 田2�0 ��B�3:】6 ��C��151 澱�53 唐�23.511 ��23_51ー ���0 ���0 ���ー42 �#r�169 �#5���� ��3,680 

--;J三一 ���3�R���2�330.505 鼎R緜3r�785 鉄cC�"�535 鼎2纉#��79,584 摘�C��68100 摘��B�13_016 涛#��1_956260 ��1_956ー260 ��縱cb�¢ ��ﾃscb�324 �3#B�1.723 ���1.723 ��纉c���s2� ��60.073 

倒l当会絶入 ����3CB�0 ���0 �"緜S��0 蔦��109 ���195 �8ﾒ�D ���13.307 ��13.307 ���¢ ���0 ���D ���0 ��ｨ�･�3�r� ��3_307 

その他の蓋軍曹 �#Ｄ�c2��148326 疋"貳wH�｢�64 塔��B�0 �3#"�21.816 砥�sr�1.780 鉄�2�607 ��3Srﾒ�489.407 ��489_407 田コ�0 田コ�1_942 ��鼎"�976 ���3#B�?_3CN) 鼎釘�33B� ��94334 

387,4【】9 ��S2�#S��51.409 ���0 ���0 ���1.654 �#�ゅ�#2�22373 ��C%�sR�3.444 涛��#3r� 涛��#3r�0 唐�0 ���○ ���0 ���98m237 ��■980,237 

借入会す私利見 ���0 ���0 韮�0 ���0 韮�0 唐�a 励��0 ��0 ���0 ���3-760 �5�H�｣��0 ���0 �2縱c�� �3sc��

曹ie売ヨ1損 唐�D ���0 韮�0 ��ｲ�0 ���D ���○ ��ｲ�0 ��0 ���0 ���0 ���0 ��ｲ�0 ��� ���

のれん信∃】額 ���0 ���0 ��ｲ�0 ���0 韮�0 ���8 ���D ��0 ���0 ���~0 ���○ ���8 ��� ���

その他の薬事石臼連署用 �3#�ｳ都��86.7聖 ����唐�0 免ﾂ���"�3.153 鉄#"�31.942 ���0 鉄ｨ�｣"�20 ���456.804 ��456.804 ���0 ���0 ���1BO ���180 鼎Sb纔.�B� 鼎Sb纉ィ�

麓常薫発着用合計 辻ﾒ�Ll<. �� ��///;且688 ��▲■ �� ��<i 唸+��■▲.-.I ��藷三_1 �� �� 啗D｢� �"� ��ｸ�ｧ(*ﾒ粐� ��

1_891_685 ���0 ���6_448 ����3��0 ��ｲ�a ���0 ��ｲ�0 �｣���b��s��-1.916.025 鼎b�0 ���0 ��0 ���0 ���46 ��4t】 

福助金等移寺云支出 ���0 ���0 ���0 ���0 唐�0 ���0 ���0 ��0 ���0 ��� ���○ 綴B�a 唐� ���

1.540354 ���0 ���0 唐�a 牝｣3#��0 ���0 ���0 ���H�3�sR� ��經C%��sR�0 ���0 ��0 ���0 ���1.54乙ー75 ��1.542_ー75 

その他の事吉事云支出 ��6.925 ���0 釘ﾃ3S2緜ッ�849 島Cｳb紊3��_3275_707 �3c唐�3,983 免ﾅ��#��116_0ー7 ���■11,823.564 蔦���3b經#2�10.787.041 ��E�3�2�0 免ﾂﾃ3�2�1,808 ���3���57 �#SR�312 ��ｳ��ﾕ�SB� ��00.054 

き蛋転支出合計 瀞籘F侭+w#�ﾓ(�c��<- ��ノー-_/8 �� �� �� 唯�� �ｨ���十7一52b 啌罎�-., �� �� 傚��ｳ｢� �� 超ｧ$ﾃ鼎2� 唳�ｲ�ユー〉】り5 

整常着用合計 �� ��_-:7-1_iBSS �� �� ��-..: ��/(,-J-+/ ��{.-: �� 辻����� ��iHL. ��･` 白� 綴ﾂﾔﾂ� ��R�?��Ju 

0 �� �� �� �� ��

資常収碁7 �� �� �� �� �� �� �� �� ��0 �� �� �� �� ��

自己収入 鼎Csc#r�3_183_923 都�r��3��ll_736 �5�#Cb�452 �#2��C"�1 ��3U�c��326_537 �3��#��~191041 ���5,065.840 蔦#檀�ｳ迭ﾒ�4.767645 ��%�33��Ⅶ ��%�33��_10766 ����cb�6J354 砥���ｳ��14.173 摘��E��B� 摘�｢ﾃ��B�

そa)他の芙】写収益 ���8 迭ﾃ�sB�0 ��ｲ�0 ��ｳB紊�2�0 ���0 ���0 ���19667 ��19.667 ���0 ���0 ���○ ��3C�2�13_413 �3����� �37B塔��

昏取利息等 涛cR�2.匂oo �#湯�0 ���3 ���542 ���0 ��ｲ�-0 ��ｲ�4_609 ��4.609 �#s��○ �#s��393 氾3�2�1 ����S"�1.053 団33B� 田33B�

糞産売却益 ���0 ���~0 韮�0 ���0 ���0 ��ｲ�_0 ���0 ��0 ���0 ���0 ���0 ��ｲ�0 ��� ���

色ののナしん償却甑 唐�0 ���0 ���0 ���0 ��ｲ�0 �ｨ�｢�0 ���0 ��○ ��ｲ�○ ���_0 ���○ ���0 ��� ���

その他の圭謂聞達収益 涛32��SR�29-隻91 砥�C��0 砥�Cr�449 鉄3b�0 �#s"�78736 蔦U�澱�171 ��緜cr�I_0660d ��p1,066.068 ���0 ��ｲ�0 ���0 鉄�B�504 ���gC�Ss"� ����ce�s"�

--A �� �� �� ��7D｢� ��■. ��､■ 啖ﾂ� �5&ﾂ�� ��ｶﾄ����･遵 ����■ ��p≧繋､ ��2� ��

1竪鴬収益合計 �｣｢�■一一 綴辻� �� �� �� ��■ ��～.:I 唸+���:. �� 咾��� 佛2� �#ｷC｢�lp 唸�ｳ､ﾄ��- 啖b�

孝幸経常費用r ��� �� ��� ��0 �� �� ��0 L珊5 ��0 ��ｲ�8 ��ｲ� �5ﾘ*ﾕ�3�� ��0 ����ｸ�2� ����b�
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3.連結純資産変動計算書(NW)の連結精算明細 (単位:千円)

科目 i封星虹 儿�,ｨ檍ﾇb�佰iW冰����蔦｢ﾒ�劔佗��ﾘﾞ�8竸���9����Uｸﾇﾈﾇbﾒ�+ｸ,ﾈﾚb�ﾈ6ﾘ�"�劔��ﾘﾇb����>8��竰�相殺消去 連銭修正 等 俐盈�ﾇb� 

病院事業 ��ｩ�Y;倬hｼh��ﾇﾈ�ｩ�顋���｢�刮�l保健事案rq*措医 �-保険尊重j国慧欝陰桓柏事業 劔E�x�x��Y�R�ｼｨﾄ��u共誉適亭恒嘘麻薬 劔俤�･�ｺHﾜ�ﾈﾘr�車医療広埋連合 傅ﾈﾇb�開発公社 傅ﾈﾇb�ﾂ�(秩)山湊 倆�+X/�+X.ｲ�小計 忠XﾉmXﾘx蠅��剴� ��

】 l】 凵z 免ﾂ��｢�凵z ��】 l +ー‡+ �%ﾒ�ﾈ爾�蒔JC&ﾂ��� �� 亦�db���l l ��【 l 鳴��� 剪� 

1.2 塔r�86,192 �����｣����冤O ���0 奉誥iXr��� �/㌧2&87di56 1595927 利自EcSS%�迭�:姐7}B 1595927 ��3ｨ8�蚌���{/:_8 0 免ﾂ繝コ�$��0 蔦2ﾃ�S���B�300 都cC3��】_-1.666 l7673 �#2經���cr�湯�r�D �#2經�B繝3��

盾接受本泣菟 免ﾂ����r�099 077 �����1357.298 】o 廼D�Jﾒ�0 3.846 ��｣����ﾄ��������&�B鉄3R�0 0 田�"繝3��ﾃcr經c��150.866 ~0 ��｣#偵ツ2�ﾄ��0 0 唸�33#r纉cB�ャ�ﾃ����-146.398 �"�3#r纉cB�s35�#��0 275 �����1D 】275 �����C 】ロ �����0 0 剃��ﾄ��ﾄ��2.32 73 �5 64 95 ��1672,657 2.327_964 733895 且 その他財悪手苦置 好悪の使途 ��｣"��#r緜���ﾆ��底C#�S5sr�唐���｢ﾖ�CH�ｳSB�l244.123 】o l7 杷��ﾆﾂ��#��2�0 0 ��｣���韮�lo ft) ���ﾄ��0 0 把C�R�3C"�ﾂﾓ��119910 0 姪#�b�#�������0 0 �3��2������������ �2���2����ｲ��ﾃ�#��0 0 �����】8 】0 �����】0 lO �����0 0 牝���� ��2���191 .120 ��3.113_l91 1.120 

社会保障斜lD 剴����s3�3#��･4弧66 0 0 峯��#3��ﾄ��ﾄ��V4_5tet554 0 1.029.249 �$�(�e�s��ﾄ�����】0 】359.982 ���ﾃc3"繝#B�0 巾 �����′. 0 0 �����0 】o 唳e6ﾄX+�｢��c�偵SSb�%��#"ﾃ�SR� 憧粐�ツ�宝SSb�"��#'B鉄R�00I8 0_Olー0 剴����lo ｣0 �����0 0 �����三.~if ����#"�防 .556 .055 �,H+����-.- 8.609_556 2_022.055 

t重度支出金 ��｣r經h��C��ﾃ�ﾃ##鼎S���"繝�����22.917 0 0 粕B��ﾒ�耳ﾏｲ�229,6Z)8 987521 19l ��｢��ﾃR緜Cr�l533.283 l7_311 鉄S"ﾃSs2�c���3uB�25.223 0 �#�ゅ3#���c"繝c��98.993 �#C�ﾃ�����"�#S��0 0 �"緜���##R�宝c3宝C���-2,677二270 鍔�8ﾈ經R�宝c3鼎���0 0 �����lO 0 �����tO rO 韮���0 0 ����� �2纉SR�3偵C�����3_955 9_639_419 

市FT村等支出金 その他の事等転収入 免��cSビ緜s���������ｲ��������0 8 0 ��｣���ｦ���｣��.624 0 1,862.337 l8 ������ｳsr���C EO 0 0 粘S#"���R�����｣涛E�T"�､��0 0 0 0 ��#R��#���������96,ago 0 0 0 �#���������0 0 0 0 �%��cU�3�����33cCゴ���� �"��cR�3�����2�3cB繝S����0 8 8 0 �����ﾓ����lO 0 【0 EO ���B�にwr�lO 0 0 87_003 ���������35讐 0 0 �3U�33R�������22∝L726 8 3364.851 87m3 剪�2.200726 0 3.364851 87003 

その他財工匠詔】達. 財表の調達 涛b�33���2經�宝Cc��'�#�Cc���鉄���C��紊U����豆ｨ8瑛h.���0 lゅo.147 ･､小一ノ■雌 牝��ﾃ���#���vB�.L220讐 �����8 0 ��｣����sB��｣��0 ー8_824 ��r�#sb�C�Rﾃ3C��0 ]_20.44≧ ���#�b�##R�0 27.572 鼎CB�#�b�ﾃRﾃ�唐經�2� 鼎CB�#�b�R������2�0 0 韮���lO lO �����0 0 ���#7Fﾂ�0 3,191 ���2紊#��444_206 5.0940ー2 劔444ク06 5094012 

L一重旦-; l l lll7211 勁1_1 409023 定v｣�cB�CCB�-.ヨ.12(I 【 1 i 奴E�+�#ゅC����｢�ﾂ�l l �?��ｳb���ﾂ�l 【 唸耳耳爾� ��ﾂ��｢� 亦�ﾂ�p与:■ �｢ﾂ�A., ��Ol Ol � 憧#ﾂ� ��こ.. 箔｣ﾂ�� ��

除売却相当舌 白き資産形成l ����3C��Cモ�嶋ｮﾈﾆB�2_55 34.765 487405 ���#��ﾃCs2�8 0 �����lO 8 播B����2.607 0 �����8 0 �����0 0 都sBﾃC�b�C��3#"� 都sCC�b�C��3#"�0 0 �����】0 】0 ���s�33��a 170_338 �#3����1191 ~0 �2紊#����77 ■‖ �5 60 �� 

無慮所管｣ 屈ま骨壷の密封1l ��u�CB����D ����������0 0 �����0 8 �����｣��b�钁I���0 0 田�%�3��庖�#��Sｳｲ�ー50867 376,3_58 ��sb���2���a a 励5�#2繝�2���3釘��#"�ﾖﾃﾂ� �5�#3ン2�3釘��#"�0 0 �����-0 】0 蔦����lO 8 �3�����76,笥 都b縱3����4.00 39 �23 022 ��●-l 

i-=!=-.;.Lこ=-,.-.)i ��澱ﾃ3ｨ�｣r�ss��sb�鉄�����0 0 :シ<1､町 �������モ�220.000 3.847 �����ⅵ�,YLｲ�0 0 姪���都B�3�S3R�8 0 ��r�#sR�csSc��_D 0 �����0 0 鼎CE�'H�｣B�K������L146蔓98 啗F末乏�CCB�#�B�s35�#��0 275 ��0 27真 姪ﾃｲ�����pi_=7nB3A 0 0 �����i- 0 D 綿�����鷲 �04 85 ��444 

再評価損F 再評価益l その他評価表首等増加】 鉄�E������#3R經3�������B�����0 0 °0 �������0 0 0 �������0 0 0 �����ﾔ��0 0 0 ����ﾃ����0 0 0 �������0 -0 tO 鉄�Bﾃc������#3SS3��一一..: 展B"綟Hｮﾂ�(頤S3��0 0 0 �������0 D 0 �������0 0 0 �����ｲ��ｲ�0 35華室5 0 ���3U�33R���504 3 23 �1L t9 諾 ��235_539 

l.I:" � ���0 .､g ���G罐��0 ���0 韮�0 ���0 ･慧 亦ﾓ��0 -】 梯vﾇ#ｨx�2x-r�○ ���0 ���O ���0 �ｩ�r�0 ���� ���

l �����鳴�"���｢�V｢�0 l ���l 1 0】 ���! 0 ���0 ���0 �2��｢���a ��� ����2���0 �������野. 0 ���D ���< 0 �們����0 剪�0 

】 ��鳴�ﾂ�0 1 i ���Ol I 唐�0 ���0 ���b�8 ���0 紐� ���0 �����0 l ��ｲ�0 唐�0 ���0 剪�0 

その他深資産の増加r 前期末純資産 蔦2�3�"�#S����������｣ccSsC#��尾ﾂ�B����S3�ツR�Ol l 【 522582 ���ﾂ��r���l 【 8l 0】 �������0 Ol 0【 尾ﾂ�����16.216 a 0 鳴�自?｣U�3C(�ｲ�����｢�l -120442l Ol Dt 蔦#�b�##R�����こ27,572 0 0 ����sャCr�����一札254 蔦�ﾃ�ッ貳������0 0 0 ���������l EO JO lD �ｨ璽�������0 0 0 �������l l_~81 lO lO 鳴���免��ﾄ��-4.186,SOT 0 0 劍璽#s5�����-4.459.40ー 0 0 

喜ヨ案芸誓墓計.053写冨‥…;≡.諾;冨5二三;…≡宗一.:;三冠/-器≡写…二三…写…-≡;;器…≡;…三重~慧喜……三二;…喜≡≡:…蓋……工芸;…≡二……憲二≡;≡至琵溜呈;:22器琵1.'i…三…3.1-:聖書:三≡…三…三…≡…三…;:……手…芝………;:…蓋…二…≡≡≡…喜≡認3g:認諾 

30



4.資金収支計算書(CF)の連結精算明細

【様式第1 0号】②

遠点清里亀
連結貸金収支計算書作成ウ-クシート

(学位:千円)

科白~ [謹鴬的収青区分】 儿�,ｨ檍ﾇb���倅��謦ﾄ辻ﾓﾒ���ｴ�ﾕ��劔劔劔劔A 

病院事業 ��Y;倬hｼb�工業用水道事 蔓 �(���((ﾝr�老人保侵事業 佩8ｯｨﾘ)~竟(ｺr���t介護保慶事芙 凵z国民健康保険 !診藩所 豫�Y�Y;倬hﾇﾂ�畜巷F美 剿���&��)�ﾈ訷ﾇﾂ�(草書屯合算) �$(�(�9�2�9��練計- ��h�冉ｸ唔�)[8ﾏ�,｢�ﾝ�･�ｺH��ｩ^fﾈﾘr�愛知県後期高一毒 草医療広域連合 傅ﾈﾇb�新城土地 開発公社 傅ﾈﾇb�(秩)山湊 ��hﾆHﾇ��傅ﾈﾇb�(単純合算) 劍A結修正 等 �2｢�

人件費支出 物件出 鉄s#bﾃ��"�c�鼎s#32��%������迭�鼎S��b�F 143.44 】174 亶ﾃU��cr�】68.6713 鳴�ﾄ���3��#���涛2紊モ�塔b�3Sb�r 】66_248 �#��C2�rl l70,261】D 剴ゅ#�5�s�� 套�#�2ﾃSs��51 白���51 田��l j60 涛#��15.941 凵z 】16,870 唐�5D�Sc����8_310,560 

経曹支出 ��b�7 鼎cC�SB�&20 -6ー33g 蔦ャ唐�B�10.744 ���7_486 湯紊Cb�田2緜s��ー19_212 鉄"�3�r�3.749 �3.558 �2�33��s�� �2�38�｢繝s��598 飛�598 �#ツ(耳爾�28,628 ��纉CR� 鉄Cb�9491 �2�2�96 ��3.370696 

他会計-のき考転支出 補助令等啓も≡盲出 その他の移転育出 燃ﾒs#3�3#��ﾃ����緜コ��3�s�ﾃc#R���經C��3SB��｣�Cc�r�塔b縱ィ�������###3��85 i1.878rO lO10 FO】D F別O 01 �65,360 lll.002 6.448 l4.353.686 lO 】 姪S3R��｣2��ｳS2��｣�rﾃ�3��ﾃイ��f��F44.256 1522 lO Ie66.438 lO ���rﾃs3R�ﾃ8爾纉C"���3�sSc唐��繝(�ｲ���"紊cR�����2�#SB���l62.031 lD lO I3.755 8 迭經�"�������ｵ��#����】4】0 dO;0 】111.6760 00 剴"紊S�經C��3s5�uH�｣R��纉�b��s��ﾆﾅ�途ﾃ����爾經C"��sR�1,916.025 -TO36523 弐CS�經C��3s2緜�R�Cb���縱cイs���ﾃSC"��sR�2_451 0 0 ll.393 0 �����������2.451 0 0 ll.393 0 �"�#cc�"�#ッ��ｳ������示�������"繝Fﾂ�����������46_449 0 0 0 0 兒49,290 180 -0 Z0 -0 �"絣�2��ｳ�縒��SB�7 85 46 7ー 75 ��2,504.547 373,785 46 ー0,771.871 1.54ク175 

租税1攻入 -ム保険料収入 経常収益収入 �����ﾃCCSゴR������8�ｳcCS���0 O≡° 0【0 65F �0 】8 ]1,013,563 �������lo 0 E360.620 湯���c3"�3�2�鼎CB�����228 0 0 湯�����4.341 0 0 �0 0 0 摘E�c��ゴcbﾃC�2�"陋綟�澱� 鼎�ツ��づScbﾃC�2�#��bﾃC澱�0 0 0 唐�����-0 0 0 ��ﾅ4�2�����El,308 【0 【0 鉄r�����255 0 0 冤3一之 lO lO 鼎2紿.���づSce��ｳ2�"繝�cC澱���43.489 8ー566,413 2.006.496 

葺務関連収益収入 福助金等暮忘収入 �#度爾縱����｣(�ｳン2�ﾃ都CSs3���3"ﾃC���s3ゅ3#��S#3��2.285 8.047 22.917 ー0357 ���cッ����｣���｢�0 ll,493 229688 鼎S"�CS"�B�l23.042 715.030 】533.2B3 ��1 542 乙573 ��3R縱s��#s"�#R�##2�325_44ー 78_736 218.320 �3�電B�R纉澱�塔����193.746 171 241.008 �0 1.666 0 摘�ィ縱Cr����#宝cッ�"緜���##R�-298_195 -｢乙677_270 釘緜ュ�S"����#宝cッ�3鉄R�12_330 279 ーo �������12.330 279 0 塔3鉄r�����F83.957 0 0 澱�3c"����� ��ｨ璽��SSb���-59.381 ー_557 0 釘繝B����0 22 55 ��4,842,220 lL131522 3.955 

その他の移転収入 金常的収支 姪R�(���49 68- ���ｪH耳耳�肩凾�2_ 日. ���ﾃ�ﾒ�ﾈ�R�1,179.145 1.862_338 l ��RﾃcCr��sr�】14.620 】o ���T.386 4,658 �����287190 8 涛b繝�����82.540 0 凵z0 -0 ��%�s�縱CR�2�3cBﾕ�3#"� ��"繝s�縱CR�5�3cB�3#"�~0 D �����0 a �����D 0 ����� 都C����48.748 0 �����2�2�93 22 凵[2.919493 3.364.322 

資ネこ的収亨区分) 白�ﾂ���2 禎����SR�i l ��】 ���y?�33B�坪���ﾂ�,i ��l 售X��� 討羇�㍍. ��� �� �� ��l �<.< 板"���I 

由子資産形成育出 鼎#C��Cモ�塔c��"�487JIO6 鳴���� �� ���� �� � �� �� �� �� �� � ���� 

17 l 都r���･0 a �����000 0 ���c2繝Cb���8 0 �����】0 I30.536 �0 O 田�%�3��csSc��150,867 0 ��sb���2��������■3.923.892 -880.01g 蔦�Ce�3唐�3923,892 733621 ���#sR�8 _○ 唐�#sR�0 ■0 �����3【ー0 0 都bﾃC3����都bﾃs3����4.000_622 733.896 � 釘����緜#"�s35�澱�

査定賓産売却収入 鳴�ﾂ�ﾃ��00 5 7 �����0 0 ���Eﾒ���O q lO 唐�����0 0 0 牝��ﾄ��ﾄ��唐�����0 a 0 �������0 0 0 兮 0 21007 ���C3U�����c偵S�"� 偵3Ywr�c宝S�"�a ･0 0 �������8 0 0 �������0 0 lO �������0 0 O �0 0 0 鼎3R駢r�c鉄�"���.,566S 69502 

l.35663 �0 0 518 �������Ssb�0 0 ��｣#�偵涛��ﾆ��ﾂ�0 0 ����ｲ�lO.874 0 �0 0 ��s#sR���~0 0 �����牝����44368喜 ��443.685 0 �����q 0 �����D a �����a D 偵���������443.6850 � 泥､ﾆ輩9��

官本的J奴支 白$ﾂ��� ���0 ���0 /_:/A ���ﾖﾂ粐���ｲ�8 ���X+3｢��a 凵� 鼎Cb�����ﾒ���*ﾔb� 鼎Cb��釘����0 ���0 ���0 ���停ﾖ��0 �0 鼎Cb纉釘���446.望4 

基礎的財亜収支 r折箱的収支区分】 鳴�3ピC�����S3#S��51409 白��｢��� ���� 鳴� 冓. ��芦も-'' ･】 肪ﾘ+��� ����� ��■■ ��1 i,J; 刪鼈� ･: 唸�ｲ���--細身皿237 

iぎ--E;.､-.i==- ����%�3e�#������SC%�3�R�0 181.913 �������､-0 0 0 �������lO 0 0 宝��������ｸ���5�ビ�218023 0 229293 �#%�3s2���Fﾓ��ｳ��142,675 0 I_3℃26○4 �3讐 1345｡0 涛���3��B�2繝���3"� 涛���4�3����3ン�s3"�0 a 0 ������ｲ�0 0 0 ���5�c����a 3.760 8 �����0 0 �0 0 涛���#3��5�c����~980.238 3.760 

zL借フC本店tn言出 I..-≡-=-一一 ��c�緜c������#�3�C�2�韮�����0 0 0 �������0 D 8 韮�����0 0 0 ��������"�����0 0 0 唐�����367_525 D a 兮 0 8.314 鉄#ゅ�ッ���以��ｳB� 鉄#ゅ�ッ���c3�B�8 0 0 ���B�B�8 pO 0 ����ﾃcbcs#���ヨ�ｸ+��_0 l.668_729 10,015 ���������･0 0 0 0 �0 0 0 0 �2繝���S#���緜c�����_732 _186 ,729 329 ��3.898.732 528.186 1.668.729 1&32g 

T--i=.≡-=El, 公fiF発行収入】 唐��ピs���������#SS7H�｣��0 0 209ー00 ���bﾄ�,"���0 0 �����0 0 ����������0 0 �����8 0 �0 D �3�3�ﾃCΔ��b����� �%��3��Dﾃ2�e�����0 0 �����0 0 励��lO 0 ��ｲ��ｲ�0 0 �0 0 偖�ｬ����2.031_483 6_000 

短期借入金収入l 借入金収入 ����������0 0 �����0 0 0 �������0 0 0 ��������������452.ll)a 0 0 都��D������661_908 0 0 �0 0 123481 �2ﾓS#h����#3C���-12348l �2ﾃS#h�����0 0 a �������0 0 0 ���ﾓ�ﾃc�"��コ�����R�0 1.602085 181 �����O O �0 0 �2經#bﾃ�����緜�"ﾃ�コ���3.526.000 1.602._085 

その他の財清的1奴入 たオヨ零が一皿育 �"ﾃ�3���9 ���17_247 ���Rﾒ�O ���8 ���舶���0 ���0 �0 �"��Cゅ#Cb�t'ト一一1之1一も★ �"��Cゅ#Cb�v(8c��一一0 ���0 �3�2�.05 393 韮���0 0 儖 a ������R�"ﾃ�Cづc3����10.015 2.04B.喜39 

当期資金収看嶺 ･l:三二､【一一r≒ 期末資金護高 苗�ﾂﾓ�����8 ll 鼎SB��s┐�391.892 ��偵c3vﾂ�45.942 免ﾅ�#c��}# 2T,608l ��⊇■jlさ 21]64] 知/6t �����#U�#R�383% ��緜#2� 鉄���"�20 �"��cu�s�� 謄｢ﾒﾒﾘﾛ�ｽSr�"��cu�s��∫ 5_703 韮�5,7聖 ��S2紊cr�-= 153.467 �ｩEcSsR�237.626 LeS.3W 剞cFt1ー 240.201 ･-A 售｣｢�督�"紊cb�#S���������ク_466.850 
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