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（単位：円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 49,091,519,617 固定負債 16,234,763,237

有形固定資産 46,197,878,193 地方債等 12,062,709,492

事業用資産 13,014,947,130 長期未払金 385,564

土地 3,237,885,717 退職手当引当金 1,534,535,760

立木竹 2,254,752,007 損失補償等引当金 -

建物 21,173,106,916 その他 2,637,132,421

建物減価償却累計額 △ 14,530,305,759 流動負債 1,985,918,682

工作物 3,087,967,418 １年内償還予定地方債等 1,627,064,644

工作物減価償却累計額 △ 2,277,568,501 未払金 170,044,442

船舶 - 未払費用 22,263,640

船舶減価償却累計額 - 前受金 10,500

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 144,790,917

航空機 - 預り金 16,613,633

航空機減価償却累計額 - その他 5,130,906

その他 71,140,420 18,220,681,919

その他減価償却累計額 △ 7,134,088 【純資産の部】

建設仮勘定 5,103,000 固定資産等形成分 51,564,276,244

インフラ資産 32,129,982,571 余剰分（不足分） △ 17,033,350,506

土地 422,463,294 他団体出資等分 255,145,613

建物 629,507,788

建物減価償却累計額 △ 181,775,889

工作物 66,000,147,727

工作物減価償却累計額 △ 34,783,094,825

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 42,734,476

物品 3,786,732,139

物品減価償却累計額 △ 2,733,783,647

無形固定資産 17,929,576

ソフトウェア 17,055,950

その他 873,626

投資その他の資産 2,875,711,848

投資及び出資金 51,014,800

有価証券 6,700,000

出資金 43,961,800

その他 353,000

長期延滞債権 79,922,330

長期貸付金 582,500

基金 2,725,613,188

減債基金 117,183,012

その他 2,608,430,176

その他 34,432,199

徴収不能引当金 △ 15,853,169

流動資産 3,915,233,653

現金預金 1,114,762,255

未収金 180,157,020

短期貸付金 -

基金 2,472,702,587

財政調整基金 2,442,702,587

減債基金 30,000,000

棚卸資産 95,376,108

その他 57,996,567

徴収不能引当金 △ 5,760,884

繰延資産 - 34,786,071,351

53,006,753,270 53,006,753,270

連結貸借対照表
（令和　３年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

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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（単位：円）

金　　　額

経常費用 14,925,774,336

業務費用 8,236,622,173

人件費 2,487,916,455

職員給与費 2,003,608,809

賞与等引当金繰入額 181,819,299

退職手当引当金繰入額 △ 18,166,352

その他 320,654,699

物件費等 5,500,334,658

物件費 2,159,629,660

維持補修費 340,798,089

減価償却費 2,222,638,275

その他 777,268,634

その他の業務費用 248,371,060

支払利息 137,316,722

徴収不能引当金繰入額 6,630,419

その他 104,423,919

移転費用 6,689,152,163

補助金等 4,253,659,683

社会保障給付 2,427,526,964

その他 7,965,516

経常収益 2,148,768,868

使用料及び手数料 438,963,828

その他 1,709,805,040

純経常行政コスト △ 12,777,005,468

臨時損失 45,744,111

災害復旧事業費 2,134,300

資産除売却損 7,083,542

損失補償等引当金繰入額 -

その他 32,792,753

臨時利益 44,786,461

資産売却益 8,905,214

その他 35,881,247

純行政コスト △ 12,777,963,118

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

科　　　　　　　　　目
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（単位：円）

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 35,658,988,612 53,531,481,832 △ 18,127,638,833 255,145,613

純行政コスト（△） △ 12,777,963,118 △ 12,777,963,118 -

財源 12,159,524,212 12,159,524,212 -

税収等 8,717,802,848 8,717,802,848 -

国県等補助金 3,441,721,364 3,441,721,364 -

本年度差額 △ 618,438,906 △ 618,438,906 -

固定資産の変動（内部変動） △ 1,687,288,308 1,687,288,308

有形固定資産等の増加 480,350,915 △ 480,350,915

有形固定資産等の減少 △ 2,286,385,567 2,286,385,567

貸付金・基金等の増加 268,202,982 △ 268,202,982

貸付金・基金等の減少 △ 149,456,638 149,456,638

資産評価差額 - -

無償所管換等 3,040,400 3,040,400

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 △ 277,775,922 △ 282,957,684 5,181,762 -

その他 20,257,167 20,257,167

本年度純資産変動額 △ 872,917,261 △ 1,967,205,592 1,094,288,331 -

本年度末純資産残高 34,786,071,351 51,564,276,244 △ 17,033,350,506 255,145,613

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

科　　　　　　　　　目
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全体財務書類 注記 

 

 

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････････････････････････････････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。 

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 

 

（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

①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 

イ 市場価格のないもの････････････････････出資金額 

ただし、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います。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います。 

 

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   個別法による低価法 

 

（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 15年～50年、工作物 3年～50年、物品 4年～30年 

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、当町における見込利用期間（5年）に基づく定額法によって
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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。 

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 

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い

ます。 

③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 

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリー

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。） 

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。 

イ ア以外のファイナンス・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。 

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 

連結財務書類では、連結先の団体において、キャッシュフロー計算書を作成していない団

体があることなどから、総務省の手引きに基づき、資金収支計算書の作成を省略していま

す。 
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（８）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

①物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産

として計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

 

（９）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。 

   

 

２ 重要な会計方針の変更 

 該当する変更はありません。 

 

 

３ 重要な後発事象 

住宅新築資金等貸付事業は、元利償還金の返済が終了したことにより、長期延滞債権の徴収

業務のみを令和2年度から一般会計で経理を行うこととなったため、令和元年度限りで住宅新

築資金等貸付事業特別会計を廃止しています。  

 

 

４ 偶発債務 

 該当する債務はありません。 

 

  

５ 追加情報 

（１） 連結対象団体（会計） 

  ①財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

団体（会計） 区分 連結方法 連結割合 

一般会計 － － －  

水道事業会計 企業会計 全部連結 100％ 

国民健康保険事業特別会計 特別会計 全部連結 100％ 

住宅新築資金等貸付事業特別会計 特別会計 全部連結 100％ 

介護保険事業特別会計 特別会計 全部連結 100％ 

生活排水処理事業特別会計 特別会計 全部連結 100％ 
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後期高齢者医療事業特別会計 特別会計 全部連結 100％ 

奥伊勢広域行政組合 一組・広域連合 比例連結 53.10％ 

香肌奥伊勢資源化広域連合 一組・広域連合 比例連結 30.82％ 

紀勢地区広域消防組合 一組・広域連合 比例連結 39.41％ 

三重県市町総合事務組合 一組・広域連合 比例連結 一般会計 

共同研修特別会計 

共同デジタル地図特別会計 

3.45％ 

物品等入札参加資格特別会計 

3.71％ 

消防救急無線特別会計 

5.11％ 

公平委員会特別会計 

6.26％ 

三重地方税管理回収機構 一組・広域連合 比例連結 0.41％ 

三重県後期高齢者医療広域連合 一組・広域連合 比例連結 0.78％ 

宮川福祉施設組合 一組・広域連合 比例連結 20.51％ 

株式会社 宮川物産 三セク等 全部連結 －  

株式会社 フォレストファイターズ 三セク等 全部連結 －  

株式会社 エム・エス・ピー 三セク等 全部連結 －  

株式会社 宮川観光振興公社 三セク等 全部連結 －  

道の駅「奥伊勢おおだい」株式会社 三セク等 全部連結 －  

株式会社 奥伊勢ハイウェイパーク 三セク等 比例連結 40.84％ 

宮川森林組合 三セク等 全部連結 －  

大台町社会福祉協議会 三セク等 全部連結 －  

連結の方法は次のとおりです。 

①一部事務組合・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。 

②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。 



 

 

8 

 

③公会計における財務書類の性質上、固定資産等形成分の本年度末純資産残高は、貸借対照

表の固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額と一致します。た

だし、一部の連結対象団体から提出のあった財務書類において、上記が一致していない団

体の財務書類があり、本町における連結財務書類においても上記が一致していません。今

回、金額が微小であることから修正はせず、次年度において修正するものとします。 

④比例連結を行った団体が複数あり、小数点以下が発生しています。その関係でNW固定資産

等形成分や余剰分において、前年度末純資産残高と本年度純資産変動額の合計が本年度純

資産残高と一致していないことにつながっています。なお、それによる影響は微小である

ことから修正はせず完成としています。 


