
【様式第1号】

（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 127,851,986   固定負債 51,396,805
    有形固定資産 116,611,694     地方債 29,692,375
      事業用資産 66,488,525     長期未払金 6,056,771
        土地 42,649,935     退職手当引当金 4,188,024
        立木竹 -     損失補償等引当金 -
        建物 51,764,232     その他 11,459,634
        建物減価償却累計額 -30,825,777   流動負債 5,828,412
        工作物 5,289,701     １年内償還予定地方債 2,893,977
        工作物減価償却累計額 -3,136,908     未払金 1,681,118
        船舶 1,420     未払費用 -
        船舶減価償却累計額 -     前受金 498
        浮標等 -     前受収益 -
        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 471,981
        航空機 -     預り金 386,451
        航空機減価償却累計額 -     その他 394,386
        その他 975,309 負債合計 57,225,216
        その他減価償却累計額 -329,665 【純資産の部】
        建設仮勘定 100,278   固定資産等形成分 130,406,113
      インフラ資産 46,354,598   余剰分（不足分） -46,162,476
        土地 13,017,478
        建物 3,973,585
        建物減価償却累計額 -2,189,990
        工作物 86,161,045
        工作物減価償却累計額 -54,786,800
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 179,281
      物品 7,037,769
      物品減価償却累計額 -3,269,197
    無形固定資産 413,633
      ソフトウェア 406,859
      その他 6,774
    投資その他の資産 10,826,658
      投資及び出資金 245,782
        有価証券 -
        出資金 235,782
        その他 10,000
      投資損失引当金 -
      長期延滞債権 368,143
      長期貸付金 93,617
      基金 9,923,452
        減債基金 -
        その他 9,923,452
      その他 236,474
      徴収不能引当金 -40,810
  流動資産 13,616,868
    現金預金 7,046,027
    未収金 1,397,296
    短期貸付金 2,026
    基金 2,552,101
      財政調整基金 2,552,101
      減債基金 -
    棚卸資産 2,597,702
    その他 22,243
    徴収不能引当金 -526 純資産合計 84,243,637
資産合計 141,468,853 負債及び純資産合計 141,468,853

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 72,381,258
    業務費用 50,091,652
      人件費 8,424,725
        職員給与費 5,657,006
        賞与等引当金繰入額 455,203
        退職手当引当金繰入額 568,549
        その他 1,743,967
      物件費等 40,179,613
        物件費 12,080,018
        維持補修費 382,647
        減価償却費 3,608,813
        その他 24,108,136
      その他の業務費用 1,487,313
        支払利息 466,839
        徴収不能引当金繰入額 41,316
        その他 979,159
    移転費用 22,289,606
      補助金等 5,006,252
      社会保障給付 16,186,650
      他会計への繰出金 1,030,353
      その他 66,351
  経常収益 43,545,796
    使用料及び手数料 7,144,001
    その他 36,401,794
純経常行政コスト 28,835,462
  臨時損失 1,078,266
    災害復旧事業費 -
    資産除売却損 32,117
    投資損失引当金繰入額 -
    損失補償等引当金繰入額 -
    その他 1,046,149
  臨時利益 37,064
    資産売却益 21,126
    その他 15,938
純行政コスト 29,876,665



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 64,632,900 113,735,760 -49,102,860
  純行政コスト（△） -29,876,665 -29,876,665
  財源 31,915,306 31,915,306
    税収等 20,781,095 20,781,095
    国県等補助金 11,134,211 11,134,211
  本年度差額 2,038,641 2,038,641
  固定資産等の変動（内部変動） -759,331 759,331
    有形固定資産等の増加 3,176,856 -3,176,856
    有形固定資産等の減少 -4,893,255 4,893,255
    貸付金・基金等の増加 1,857,530 -1,857,530
    貸付金・基金等の減少 -900,463 900,463
  資産評価差額 805,762 805,762
  無償所管換等 104 104
  その他 16,338,233 16,623,818 -285,585
  本年度純資産変動額 19,182,740 16,670,352 2,512,388
本年度末純資産残高 83,815,641 130,406,113 -46,590,472

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 70,100,714
    業務費用支出 47,825,882
      人件費支出 8,204,373
      物件費等支出 38,187,110
      支払利息支出 466,839
      その他の支出 967,560
    移転費用支出 22,274,833
      補助金等支出 5,002,127
      社会保障給付支出 16,186,650
      他会計への繰出支出 1,030,353
      その他の支出 55,702
  業務収入 76,873,103
    税収等収入 20,458,208
    国県等補助金収入 11,104,056
    使用料及び手数料収入 7,121,637
    その他の収入 38,189,203
  臨時支出 266,112
    災害復旧事業費支出 -
    その他の支出 266,112
  臨時収入 15,856
業務活動収支 6,522,133
【投資活動収支】

  投資活動支出 3,145,877
    公共施設等整備費支出 1,619,450
    基金積立金支出 1,381,743
    投資及び出資金支出 -
    貸付金支出 143,862
    その他の支出 822
  投資活動収入 671,699
    国県等補助金収入 125,317
    基金取崩収入 356,246
    貸付金元金回収収入 135,788
    資産売却収入 38,265
    その他の収入 16,082
投資活動収支 -2,474,179
【財務活動収支】

  財務活動支出 5,197,212
    地方債償還支出 4,349,058
    その他の支出 848,154
  財務活動収入 3,187,479
    地方債発行収入 1,739,579
    その他の収入 1,447,900
財務活動収支 -2,009,734
本年度資金収支額 2,038,221
前年度末資金残高 4,753,009
本年度末資金残高 6,791,229

前年度末歳計外現金残高 248,741
本年度歳計外現金増減額 6,057
本年度末歳計外現金残高 254,797
本年度末現金預金残高 7,046,027



１．重要な会計方針
(１)有形固定資産及び無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、取得価額が不明な道路、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、取得価額が不明なものは、再調達原価としています。

(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
②貯蔵品・・・先入先出法による低価法
ただし、一部の連結対象団体においては、最終仕入原価法による原価法によっています。

(４)有形固定資産等の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 15年～50年
工作物 ８年～80年
船舶 　　　４年
その他 ４年～10年
物品 ３年～17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（リース資産を除く）・・・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リース資産
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
（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・リース取引を除く）
・・・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徴収不能引当金
未収金については、過去５年間の平均不能欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。

②退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。

③損失補償等引当金
該当事項なし

④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ファイナンス・リース取引
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。

②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
現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値変動が僅少なもので、３か月以内に満期が到来する流動性の

高い投資を言います。ただし、一般会計等においては、常滑市資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等としています。）
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)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。

(９)連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合の処理
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。また、決算日と連結決算日との差異が３か月を超える連結対象団
体（会計）については、仮決算を行っています。

２．重要な会計方針の変更等
該当事項なし

３．重要な後発事象
(１)主要な業務の改廃

常滑東特定土地区画整理事業特別会計は、事業完了により、本年度限りで廃止されました。

(２)組織・機構の大幅な変更
該当事項なし

(３)地方財政制度の大幅な改正
該当事項なし

(４)重大な災害等の発生
該当事項なし

注　記
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４．偶発債務
(１)保証債務及び損失補償債務負担の状況
他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。

（単位；千円）

損失補償等引当金
計上額

貸借対照表
未計上額

0 0 797,962 797,962

0 0 334,100 334,100

0 0 1,132,062 1,132,062

(２)係争中の訴訟等
該当事項なし

５．追加情報
(１)連結対象団体（会計）

区分 連結の方法 比例連結割合

地方公営企業会計 全部連結 ―

地方公営企業会計 全部連結 ―

地方公営企業会計 全部連結 ―

地方公営企業会計 全部連結 ―

地方公営企業会計 全部連結 ―

地方公営企業会計 全部連結 ―

地方公営企業会計 全部連結 ―

一部事務組合・広域連合 比例連結 42.67%

一部事務組合・広域連合 比例連結 21.95%

一部事務組合・広域連合 比例連結 57.28%

一部事務組合・広域連合 比例連結 29.17%

一部事務組合・広域連合 比例連結 0.76%

地方三公社 全部連結 ―

第三セクター等 全部連結 ―

第三セクター等 全部連結 ―

第三セクター等 全部連結 ―

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作業に着手しているもの（平成29年度末ま
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、一般会計等
における他会計への繰出金等が内部相殺されない場合があります。

農業集落家庭排水処理施設特別会計 他会計繰入金 129,521 千円
下水道事業特別会計 他会計繰入金 900,832 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地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。
④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が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係数
をもって会計年度末の係数としています。

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)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
①千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。

履行すべき額が確定していない損失補償債務等

常滑市土地開発公社

常滑土地改良区

計

団体（会計）名

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険事業特別会計

常滑東特定土地区画整理事業特別会計

水道事業会計

病院事業会計

モーターボート競走事業特別会計

中部知多衛生組合

知多南部広域環境組合

常滑武豊衛生組合

半田常滑看護専門学校管理組合

愛知県後期高齢者医療広域連合

常滑市土地開発公社

常滑駅ビル株式会社

社会福祉法人常滑市社会福祉協議会

常滑土地改良区

団体（会計）名 確定債務額 総額
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