
【様式第1号】

自治体名：常滑市

会計：連結会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 126,628,308,296   固定負債 46,946,046,225

    有形固定資産 115,940,596,021     地方債等 27,742,795,829

      事業用資産 68,504,984,731     長期未払金 5,362,079,201

        土地 45,263,944,500     退職手当引当金 3,886,654,507

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 52,084,632,626     その他 9,954,516,688

        建物減価償却累計額 -32,755,108,626   流動負債 5,789,225,557

        工作物 5,552,165,973     １年内償還予定地方債等 2,377,481,416

        工作物減価償却累計額 -3,621,634,737     未払金 2,291,048,895

        船舶 5,190,860     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,138,770     前受金 633,470

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 536,045,504

        航空機 -     預り金 424,238,709

        航空機減価償却累計額 -     その他 159,777,563

        その他 1,444,287,313 負債合計 52,735,271,782

        その他減価償却累計額 -796,901,339 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,329,546,931   固定資産等形成分 129,201,969,604

      インフラ資産 44,278,056,569   余剰分（不足分） -38,119,128,195

        土地 13,291,739,301   他団体出資等分 390,942,489

        建物 3,975,587,190

        建物減価償却累計額 -2,441,671,880

        工作物 87,033,761,740

        工作物減価償却累計額 -57,749,689,517

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 168,329,735

      物品 8,462,033,199

      物品減価償却累計額 -5,304,478,478

    無形固定資産 285,220,300

      ソフトウェア 262,476,746

      その他 22,743,554

    投資その他の資産 10,402,491,975

      投資及び出資金 234,562,084

        有価証券 -

        出資金 234,562,084

        その他 -

      長期延滞債権 197,631,932

      長期貸付金 69,293,905

      基金 9,787,178,945

        減債基金 -

        その他 9,787,178,945

      その他 139,269,184

      徴収不能引当金 -25,444,075

  流動資産 17,580,747,384

    現金預金 13,651,157,565

    未収金 1,315,509,105

    短期貸付金 1,474,000

    基金 2,572,187,308

      財政調整基金 2,572,187,308

      減債基金 -

    棚卸資産 38,596,365

    その他 2,340,851

    徴収不能引当金 -517,810

  繰延資産 - 純資産合計 91,473,783,898

資産合計 144,209,055,680 負債及び純資産合計 144,209,055,680

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：常滑市

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 92,895,461,077

    業務費用 67,266,315,134

      人件費 8,715,158,580

        職員給与費 6,096,318,887

        賞与等引当金繰入額 522,366,573

        退職手当引当金繰入額 373,739,866

        その他 1,722,733,254

      物件費等 56,957,706,311

        物件費 14,941,562,669

        維持補修費 722,147,757

        減価償却費 3,548,284,162

        その他 37,745,711,723

      その他の業務費用 1,593,450,243

        支払利息 337,007,394

        徴収不能引当金繰入額 25,700,814

        その他 1,230,742,035

    移転費用 25,629,145,943

      補助金等 6,346,197,535

      社会保障給付 17,863,073,495

      その他 42,989,913

  経常収益 63,046,591,668

      他会計への繰出金 1,376,885,000

    使用料及び手数料 7,193,895,627

    その他 55,852,696,041

純経常行政コスト 29,848,869,409

  臨時損失 1,219,251,238

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 487,231,167

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 732,020,071

  臨時利益 63,743,887

    資産売却益 39,326,836

    その他 24,417,051

純行政コスト 31,004,376,760



【様式第3号】

自治体名：常滑市

会計：連結会計 （単位：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 88,265,834,941 127,466,359,616 -39,646,392,112 445,867,437

  純行政コスト（△） -31,004,376,760 -30,939,429,614 -64,947,146

  財源 33,877,772,302 33,865,918,582 11,853,720

    税収等 18,758,762,624 18,755,985,553 2,777,071

    国県等補助金 15,119,009,678 15,109,933,029 9,076,649

  本年度差額 2,873,395,542 2,926,488,968 -53,093,426

  固定資産等の変動（内部変動） -253,762,299 253,762,299

    有形固定資産等の増加 4,101,092,224 -4,101,092,224

    有形固定資産等の減少 -4,643,681,304 4,643,681,304

    貸付金・基金等の増加 1,397,987,831 -1,397,987,831

    貸付金・基金等の減少 -1,109,161,050 1,109,161,050

  資産評価差額 -198,726,215 -198,726,215

  無償所管換等 2,184,293,996 2,184,293,996

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 1,831,522 -1,831,522

  比例連結割合変更に伴う差額 -221,778 3,804,506 -4,026,284 -

  その他 -1,650,792,588 - -1,650,792,588

  本年度純資産変動額 3,207,948,957 1,735,609,988 1,527,263,917 -54,924,948

本年度末純資産残高 91,473,783,898 129,201,969,604 -38,119,128,195 390,942,489

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：常滑市

会計：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 89,073,211,212

    業務費用支出 63,444,059,269

      人件費支出 8,618,355,372

      物件費等支出 53,255,041,233

      支払利息支出 337,007,394

      その他の支出 1,233,655,270

    移転費用支出 25,629,151,943

      補助金等支出 6,346,197,535

      社会保障給付支出 17,863,073,495

      その他の支出 42,995,913

  業務収入 96,010,321,713

    税収等収入 18,397,204,432

    国県等補助金収入 14,491,181,241

    使用料及び手数料収入 7,075,585,079

    その他の収入 56,046,350,961

  臨時支出 734,396,631

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 734,396,631

  臨時収入 24,391,816

業務活動収支 6,227,105,686

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,616,119,519

    公共施設等整備費支出 3,390,940,239

    基金積立金支出 1,092,674,371

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 127,118,000

    その他の支出 5,386,909

  投資活動収入 1,791,042,844

    国県等補助金収入 658,514,111

    基金取崩収入 610,842,889

    貸付金元金回収収入 120,464,000

  財務活動収入 2,392,122,185

    地方債等発行収入 2,366,972,220

    その他の収入 25,149,965

    資産売却収入 385,445,198

    その他の収入 15,776,646

投資活動収支 -2,825,076,675

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,323,597,552

前年度末歳計外現金残高 256,339,342

本年度歳計外現金増減額 7,158,947

本年度末歳計外現金残高 263,498,289

本年度末現金預金残高 13,651,157,565

      他会計への繰出支出 1,376,885,000

財務活動収支 -931,475,367

本年度資金収支額 2,470,553,644

前年度末資金残高 10,920,833,673

比例連結割合変更に伴う差額 -3,728,041

本年度末資金残高 13,387,659,276

    地方債等償還支出 2,797,838,035

    その他の支出 525,759,517



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

該当事項なし

(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。

損失補償等引当金
計上額

貸借対照表
未計上額

0 0 152,800,000 152,800,000

0 0 152,800,000 152,800,000

(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 ―

一部事務組合・広域連合 比例連結 44.50%

一部事務組合・広域連合 比例連結 22.23%

一部事務組合・広域連合 比例連結 58.41%

一部事務組合・広域連合 比例連結 29.24%

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。

企業債残高 他会計繰入金
農業集落家庭排水処理施設特別会計 597,881,800円 116,277,000円
下水道事業特別会計 15,596,992,775円 1,260,608,000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。

常滑土地改良区

団体（会計）名 確定債務額
履行すべき額が確定していない損失補償債務等

総額

半田常滑看護専門学校管理組合

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

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

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
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