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平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    大垣市大垣市大垣市大垣市のののの財務書類財務書類財務書類財務書類    注記注記注記注記    

    

1 1 1 1 重要重要重要重要なななな会計方針会計方針会計方針会計方針    

(1)(1)(1)(1)    有形固定資産及有形固定資産及有形固定資産及有形固定資産及びびびび無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産のののの評価基準及評価基準及評価基準及評価基準及びびびび評価方法評価方法評価方法評価方法    

①①①①    有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････取得原価取得原価取得原価取得原価    

ただしただしただしただし、、、、開始時開始時開始時開始時のののの評価基準及評価基準及評価基準及評価基準及びびびび評価方法評価方法評価方法評価方法についてはについてはについてはについては、、、、次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

アアアア    昭和昭和昭和昭和 59 59 59 59 年度以前年度以前年度以前年度以前にににに取得取得取得取得したもの･･････したもの･･････したもの･･････したもの･･････再調達原価再調達原価再調達原価再調達原価    

ただしただしただしただし、、、、道路道路道路道路、、、、河川及河川及河川及河川及びびびび水路水路水路水路のののの敷地敷地敷地敷地はははは備忘価額備忘価額備忘価額備忘価額１１１１円円円円としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

イイイイ    昭和昭和昭和昭和 60 60 60 60 年度以後年度以後年度以後年度以後にににに取得取得取得取得したものしたものしたものしたもの    

取得原価取得原価取得原価取得原価がががが判明判明判明判明しているもの･･････････しているもの･･････････しているもの･･････････しているもの･･････････取得原価取得原価取得原価取得原価    

取得原価取得原価取得原価取得原価がががが不明不明不明不明なもの････････････････なもの････････････････なもの････････････････なもの････････････････再調達原価再調達原価再調達原価再調達原価    

ただしただしただしただし、、、、取得原価取得原価取得原価取得原価がががが不明不明不明不明なななな道路道路道路道路、、、、河川及河川及河川及河川及びびびび水路水路水路水路のののの敷地敷地敷地敷地はははは備忘価額備忘価額備忘価額備忘価額１１１１円円円円としていとしていとしていとしてい

ますますますます。。。。    

②②②②    無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････取得原価取得原価取得原価取得原価    

ただしただしただしただし、、、、開始時開始時開始時開始時のののの評価基準及評価基準及評価基準及評価基準及びびびび評価方法評価方法評価方法評価方法についてはについてはについてはについては、、、、次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

取得原価取得原価取得原価取得原価がががが判明判明判明判明しているもの･･････････しているもの･･････････しているもの･･････････しているもの･･････････取得原価取得原価取得原価取得原価    

取得原価取得原価取得原価取得原価がががが不明不明不明不明なもの････････････････なもの････････････････なもの････････････････なもの････････････････再調達原価再調達原価再調達原価再調達原価    

(2)(2)(2)(2)    有価証券及有価証券及有価証券及有価証券及びびびび出資金出資金出資金出資金のののの評価基準及評価基準及評価基準及評価基準及びびびび評価方法評価方法評価方法評価方法    

①①①①    満期保有目的有価証券満期保有目的有価証券満期保有目的有価証券満期保有目的有価証券････････････････････････････････････････････････････････････････････････償却原価法償却原価法償却原価法償却原価法（（（（定額法定額法定額法定額法））））    

②②②②    満期保有目的以外満期保有目的以外満期保有目的以外満期保有目的以外のののの有価証券有価証券有価証券有価証券    

アアアア    市場価格市場価格市場価格市場価格のあるもの･･･････････のあるもの･･･････････のあるもの･･･････････のあるもの･･･････････････････････････････････････会計年度末会計年度末会計年度末会計年度末におけるにおけるにおけるにおける市場価格市場価格市場価格市場価格    

（（（（売却原価売却原価売却原価売却原価はははは移動平均法移動平均法移動平均法移動平均法によりによりによりにより算定算定算定算定））））    

イイイイ    市場価格市場価格市場価格市場価格のないもの･･･････････のないもの･･･････････のないもの･･･････････のないもの･･･････････････････････････････････････取得原価取得原価取得原価取得原価（（（（又又又又はははは償却原価法償却原価法償却原価法償却原価法（（（（定額法定額法定額法定額法））））））））    

③③③③    出資金出資金出資金出資金    

アアアア    市場価格市場価格市場価格市場価格のあるもの･･････････のあるもの･･････････のあるもの･･････････のあるもの･･････････････････････････････････････････会計年度末会計年度末会計年度末会計年度末におけるにおけるにおけるにおける市場価格市場価格市場価格市場価格    

（（（（売却原価売却原価売却原価売却原価はははは移動平均法移動平均法移動平均法移動平均法によりによりによりにより算定算定算定算定））））    

イイイイ    市場価格市場価格市場価格市場価格のないもの･･･････････のないもの･･･････････のないもの･･･････････のないもの･･･････････････････････････････････････出資金額出資金額出資金額出資金額    

(3)(3)(3)(3)    有形固定資産等有形固定資産等有形固定資産等有形固定資産等のののの減価償却減価償却減価償却減価償却のののの方法方法方法方法    

①①①①    有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産（（（（リースリースリースリース資産資産資産資産をををを除除除除くくくく））））････････････････････････定額法定額法定額法定額法    

なおなおなおなお、、、、主主主主なななな耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数はははは以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

建物建物建物建物                8888年年年年～～～～50505050年年年年    

工作物工作物工作物工作物        10101010年年年年～～～～75757575年年年年    

物品物品物品物品                1111年年年年～～～～20202020年年年年    
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②②②②    無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産（（（（リースリースリースリース資産資産資産資産をををを除除除除くくくく））））････････････････････････定額法定額法定額法定額法    

（（（（ソフトウェアについてはソフトウェアについてはソフトウェアについてはソフトウェアについては、、、、当市当市当市当市におけるにおけるにおけるにおける見込利用期間見込利用期間見込利用期間見込利用期間（（（（５５５５年年年年））））にににに基基基基づくづくづくづく定額法定額法定額法定額法

によっていますによっていますによっていますによっています。）。）。）。）    

(4)(4)(4)(4)    引当金引当金引当金引当金のののの計上基準及計上基準及計上基準及計上基準及びびびび算定方法算定方法算定方法算定方法    

①①①①    徴収不能引当金徴収不能引当金徴収不能引当金徴収不能引当金    

長期延滞債権長期延滞債権長期延滞債権長期延滞債権についてについてについてについて、、、、過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間のののの平均不納欠損率平均不納欠損率平均不納欠損率平均不納欠損率によりによりによりにより、、、、徴収不能見込額徴収不能見込額徴収不能見込額徴収不能見込額をををを

計上計上計上計上していますしていますしていますしています。。。。    

②②②②    退職手当引当金退職手当引当金退職手当引当金退職手当引当金    

期末自己都合要支給額期末自己都合要支給額期末自己都合要支給額期末自己都合要支給額をををを計上計上計上計上していますしていますしていますしています。。。。    

③③③③    損失補償等引当金損失補償等引当金損失補償等引当金損失補償等引当金    

履行履行履行履行すべきすべきすべきすべき額額額額がががが確定確定確定確定していないしていないしていないしていない損失補償債務等損失補償債務等損失補償債務等損失補償債務等のうちのうちのうちのうち、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの財政財政財政財政のののの健健健健

全化全化全化全化にににに関関関関するするするする法律法律法律法律にににに規定規定規定規定するするするする将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率のののの算定算定算定算定にににに含含含含めためためためた将来負担額将来負担額将来負担額将来負担額をををを計上計上計上計上していしていしていしてい

ますますますます。。。。    

④④④④    賞与等引当金賞与等引当金賞与等引当金賞与等引当金    

翌年度翌年度翌年度翌年度６６６６月支給予定月支給予定月支給予定月支給予定のののの期末手当及期末手当及期末手当及期末手当及びびびび勤勉手当並勤勉手当並勤勉手当並勤勉手当並びにそれらにびにそれらにびにそれらにびにそれらに係係係係るるるる法定福利費相当法定福利費相当法定福利費相当法定福利費相当

額額額額のののの見込額見込額見込額見込額についてについてについてについて、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ本会計年度本会計年度本会計年度本会計年度のののの期間期間期間期間にににに対応対応対応対応するするするする部分部分部分部分をををを計上計上計上計上していますしていますしていますしています。。。。    

(5(5(5(5))))    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におけるにおけるにおけるにおける資金資金資金資金のののの範囲範囲範囲範囲    

現金現金現金現金・・・・普通預金普通預金普通預金普通預金・・・・定期預金定期預金定期預金定期預金    

なおなおなおなお、、、、現金現金現金現金・・・・普通預金普通預金普通預金普通預金・・・・定期預金定期預金定期預金定期預金にはにはにはには、、、、出納出納出納出納整理期間整理期間整理期間整理期間におけるにおけるにおけるにおける取引取引取引取引によりによりによりにより発生発生発生発生するするするする

資金資金資金資金のののの受払受払受払受払いをいをいをいを含含含含んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

(6)(6)(6)(6)    そのそのそのその他財務書類作成他財務書類作成他財務書類作成他財務書類作成のためののためののためののための基本基本基本基本となるとなるとなるとなる重要重要重要重要なななな事項事項事項事項    

①①①①    物品及物品及物品及物品及びソフトウェアのびソフトウェアのびソフトウェアのびソフトウェアの計上基準計上基準計上基準計上基準    

物品物品物品物品についてはについてはについてはについては、、、、取得価額又取得価額又取得価額又取得価額又はははは見積価格見積価格見積価格見積価格がががが 50 50 50 50 万円万円万円万円（（（（美術品美術品美術品美術品はははは 300 300 300 300 万円万円万円万円））））以上以上以上以上のののの場場場場

合合合合にににに資産資産資産資産としてとしてとしてとして計上計上計上計上していますしていますしていますしています。。。。    

ソフトウェアについてもソフトウェアについてもソフトウェアについてもソフトウェアについても物品物品物品物品のののの取扱取扱取扱取扱いにいにいにいに準準準準じていますじていますじていますじています。。。。    

②②②②    資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出とととと修繕費修繕費修繕費修繕費のののの区分基準区分基準区分基準区分基準    

資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出とととと修繕費修繕費修繕費修繕費のののの区分基準区分基準区分基準区分基準についてはについてはについてはについては、、、、工事等工事等工事等工事等のののの性質性質性質性質によりによりによりにより分類分類分類分類していますしていますしていますしています。。。。    
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2222    偶発債務偶発債務偶発債務偶発債務    

(1)(1)(1)(1)    損失補償債務損失補償債務損失補償債務損失補償債務のののの状況状況状況状況    

    

3333    追加情報追加情報追加情報追加情報    

(1)(1)(1)(1)    財務書類財務書類財務書類財務書類のののの内容内容内容内容をををを理解理解理解理解するためにするためにするためにするために必要必要必要必要とととと認認認認められるめられるめられるめられる事項事項事項事項    

①①①①    一般会計等財務書類一般会計等財務書類一般会計等財務書類一般会計等財務書類のののの対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲はははは次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

一般会計一般会計一般会計一般会計、、、、物品調達会計物品調達会計物品調達会計物品調達会計、、、、公共用地先行取得事業会計公共用地先行取得事業会計公共用地先行取得事業会計公共用地先行取得事業会計、、、、市行造林事業会計市行造林事業会計市行造林事業会計市行造林事業会計    

②②②②    全体財務書類全体財務書類全体財務書類全体財務書類のののの対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲はははは次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

一般会計一般会計一般会計一般会計、、、、物品調達会計物品調達会計物品調達会計物品調達会計、、、、公共用地先行取得事業会計公共用地先行取得事業会計公共用地先行取得事業会計公共用地先行取得事業会計、、、、交通災害共済事業会計交通災害共済事業会計交通災害共済事業会計交通災害共済事業会計、、、、    

国民健康保険事業会計国民健康保険事業会計国民健康保険事業会計国民健康保険事業会計、、、、国民健康保険直営診療施設事業会計国民健康保険直営診療施設事業会計国民健康保険直営診療施設事業会計国民健康保険直営診療施設事業会計、、、、    

後期高齢者医療事業会計後期高齢者医療事業会計後期高齢者医療事業会計後期高齢者医療事業会計、、、、介護保険事業会計介護保険事業会計介護保険事業会計介護保険事業会計、、、、簡易水道事業会計簡易水道事業会計簡易水道事業会計簡易水道事業会計、、、、    

市行造林事業会計市行造林事業会計市行造林事業会計市行造林事業会計、、、、公設地方卸売市場事業会計公設地方卸売市場事業会計公設地方卸売市場事業会計公設地方卸売市場事業会計、、、、公共下水道事業会計公共下水道事業会計公共下水道事業会計公共下水道事業会計、、、、    

特定環境保全公共下水道事業会計特定環境保全公共下水道事業会計特定環境保全公共下水道事業会計特定環境保全公共下水道事業会計、、、、農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計、、、、駐車場事業会計駐車場事業会計駐車場事業会計駐車場事業会計、、、、    

競輪事業会計競輪事業会計競輪事業会計競輪事業会計    

③③③③    全体財務書類全体財務書類全体財務書類全体財務書類のののの対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲のうちのうちのうちのうち、、、、簡易水道事業会計簡易水道事業会計簡易水道事業会計簡易水道事業会計、、、、公共下水道事業会計公共下水道事業会計公共下水道事業会計公共下水道事業会計、、、、特特特特

定環境保全公共下水道事業会計定環境保全公共下水道事業会計定環境保全公共下水道事業会計定環境保全公共下水道事業会計、、、、農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計についてはについてはについてはについては、、、、公営企業法公営企業法公営企業法公営企業法

適用適用適用適用にににに向向向向けてけてけてけて作業中作業中作業中作業中であるためであるためであるためであるため、、、、平成平成平成平成 29292929 年度全体財務書類年度全体財務書類年度全体財務書類年度全体財務書類のののの対象対象対象対象からからからから除外除外除外除外してしてしてして

いますいますいますいます。。。。    

④④④④    地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第 235 235 235 235 条条条条のののの 5 5 5 5 にににに基基基基づきづきづきづき出納整理期間出納整理期間出納整理期間出納整理期間がががが設設設設けられているけられているけられているけられている会計会計会計会計においにおいにおいにおい

てはてはてはては、、、、出納整理期間出納整理期間出納整理期間出納整理期間におけるにおけるにおけるにおける現金現金現金現金のののの受払受払受払受払いいいい等等等等をををを終了終了終了終了したしたしたした後後後後のののの計数計数計数計数をもってをもってをもってをもって会計年会計年会計年会計年

度末度末度末度末のののの計数計数計数計数としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

⑤⑤⑤⑤    千円未満千円未満千円未満千円未満をををを四捨五入四捨五入四捨五入四捨五入してしてしてして表示表示表示表示しているためしているためしているためしているため、、、、合計金額合計金額合計金額合計金額がががが一致一致一致一致しないしないしないしない場合場合場合場合がありがありがありがあり

ますますますます。。。。    

    

損失補償等引当金損失補償等引当金損失補償等引当金損失補償等引当金
計上額計上額計上額計上額

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
未計上額未計上額未計上額未計上額

簡易水道事業会計簡易水道事業会計簡易水道事業会計簡易水道事業会計 － － － － 千円千円千円千円                                434,444 千円434,444 千円434,444 千円434,444 千円                    － － － － 千円千円千円千円                                434,444 千円434,444 千円434,444 千円434,444 千円                    

公設地方卸売市場事業会計公設地方卸売市場事業会計公設地方卸売市場事業会計公設地方卸売市場事業会計 － － － － 千円千円千円千円                                51,901 千円51,901 千円51,901 千円51,901 千円                        － － － － 千円千円千円千円                                51,901 千円51,901 千円51,901 千円51,901 千円                        

公共下水道事業会計公共下水道事業会計公共下水道事業会計公共下水道事業会計 － － － － 千円千円千円千円                                15,474,774 千円15,474,774 千円15,474,774 千円15,474,774 千円        － － － － 千円千円千円千円                                15,474,774 千円15,474,774 千円15,474,774 千円15,474,774 千円        

特定環境保全公共下水道事業会計特定環境保全公共下水道事業会計特定環境保全公共下水道事業会計特定環境保全公共下水道事業会計 － － － － 千円千円千円千円                                1,505,250 千円1,505,250 千円1,505,250 千円1,505,250 千円            － － － － 千円千円千円千円                                1,505,250 千円1,505,250 千円1,505,250 千円1,505,250 千円            

農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計 － － － － 千円千円千円千円                                364,530 千円364,530 千円364,530 千円364,530 千円                    － － － － 千円千円千円千円                                364,530 千円364,530 千円364,530 千円364,530 千円                    

病院事業会計病院事業会計病院事業会計病院事業会計 － － － － 千円千円千円千円                                1,853,676 千円1,853,676 千円1,853,676 千円1,853,676 千円            － － － － 千円千円千円千円                                1,853,676 千円1,853,676 千円1,853,676 千円1,853,676 千円            

水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計 － － － － 千円千円千円千円                                25,494 千円25,494 千円25,494 千円25,494 千円                        － － － － 千円千円千円千円                                25,494 千円25,494 千円25,494 千円25,494 千円                        

大垣消防組合大垣消防組合大垣消防組合大垣消防組合 － － － － 千円千円千円千円                                639,964 千円639,964 千円639,964 千円639,964 千円                    － － － － 千円千円千円千円                                639,964 千円639,964 千円639,964 千円639,964 千円                    

西濃環境整備組合西濃環境整備組合西濃環境整備組合西濃環境整備組合 － － － － 千円千円千円千円                                267,166 千円267,166 千円267,166 千円267,166 千円                    － － － － 千円千円千円千円                                267,166 千円267,166 千円267,166 千円267,166 千円                    

西南濃粗大廃棄物処理組合西南濃粗大廃棄物処理組合西南濃粗大廃棄物処理組合西南濃粗大廃棄物処理組合 － － － － 千円千円千円千円                                11,419 千円11,419 千円11,419 千円11,419 千円                        － － － － 千円千円千円千円                                11,419 千円11,419 千円11,419 千円11,419 千円                        

大垣市大垣市大垣市大垣市・・・・安八郡安八町東安中学校組合安八郡安八町東安中学校組合安八郡安八町東安中学校組合安八郡安八町東安中学校組合 － － － － 千円千円千円千円                                13,008 千円13,008 千円13,008 千円13,008 千円                        － － － － 千円千円千円千円                                13,008 千円13,008 千円13,008 千円13,008 千円                        

大垣市土地開発公社大垣市土地開発公社大垣市土地開発公社大垣市土地開発公社 － － － － 千円千円千円千円                                2,511,961 千円2,511,961 千円2,511,961 千円2,511,961 千円            － － － － 千円千円千円千円                                2,511,961 千円2,511,961 千円2,511,961 千円2,511,961 千円            

確定債務額確定債務額確定債務額確定債務額

履行履行履行履行すべきすべきすべきすべき額額額額がががが確定確定確定確定していないしていないしていないしていない
損失補償債務等損失補償債務等損失補償債務等損失補償債務等

会計会計会計会計・・・・団体名団体名団体名団体名 総額総額総額総額



4 
 

⑥⑥⑥⑥    地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化にににに関関関関するするするする法律法律法律法律におけるにおけるにおけるにおける健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率のののの状況状況状況状況（（（（平平平平

成成成成 29292929年度年度年度年度））））はははは、、、、次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

                        実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率                                                    －％－％－％－％        連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率                                    －％－％－％－％    

実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率                                        0.90.90.90.9％％％％        将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率                                                5.75.75.75.7％％％％    

⑦⑦⑦⑦    利子補給等利子補給等利子補給等利子補給等にににに係係係係るるるる債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為のののの翌年度以降翌年度以降翌年度以降翌年度以降のののの支出予定額支出予定額支出予定額支出予定額        2,554,2092,554,2092,554,2092,554,209千円千円千円千円    

⑧⑧⑧⑧    繰越事業繰越事業繰越事業繰越事業にににに係係係係るるるる将来将来将来将来のののの支出予定額支出予定額支出予定額支出予定額    1,350,5811,350,5811,350,5811,350,581千円千円千円千円    

(2)(2)(2)(2)    貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表にににに係係係係るるるる事項事項事項事項            

①①①①    売却可能資産売却可能資産売却可能資産売却可能資産のののの範囲及範囲及範囲及範囲及びびびび内訳内訳内訳内訳はははは、、、、次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

アアアア    範囲範囲範囲範囲    庁内組織庁内組織庁内組織庁内組織においてにおいてにおいてにおいて売却予定売却予定売却予定売却予定とされているとされているとされているとされている公共資産公共資産公共資産公共資産    

イイイイ    内訳内訳内訳内訳    事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産    2,6482,6482,6482,648千円千円千円千円（（（（土地土地土地土地    2,6482,6482,6482,648千円千円千円千円））））    

平成平成平成平成 30303030年年年年 3333月月月月 31313131日時点日時点日時点日時点におけるにおけるにおけるにおける帳簿価額帳簿価額帳簿価額帳簿価額をををを記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。    

②②②②    地方交付地方交付地方交付地方交付税措置税措置税措置税措置のあるのあるのあるのある地方債地方債地方債地方債のうちのうちのうちのうち、、、、将来将来将来将来のののの普通交付税普通交付税普通交付税普通交付税のののの算定基礎算定基礎算定基礎算定基礎であるであるであるである基準基準基準基準

財政需要額財政需要額財政需要額財政需要額にににに含含含含まれることがまれることがまれることがまれることが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる金額金額金額金額    

61,151,38561,151,38561,151,38561,151,385千円千円千円千円    

③③③③    地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化にににに関関関関するするするする法律法律法律法律におけるにおけるにおけるにおける将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率のののの算定要素算定要素算定要素算定要素はははは、、、、

次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模                                                                                                                                                                    35,162,13135,162,13135,162,13135,162,131千円千円千円千円    

元利償還金元利償還金元利償還金元利償還金・・・・準元利償還金準元利償還金準元利償還金準元利償還金にににに係係係係るるるる基準財政需要額算入額基準財政需要額算入額基準財政需要額算入額基準財政需要額算入額            5,004,9475,004,9475,004,9475,004,947千千千千円円円円    

将来負担額将来負担額将来負担額将来負担額                                                                                                                                                                        101,188,408101,188,408101,188,408101,188,408千円千円千円千円    

充当可能基金額充当可能基金額充当可能基金額充当可能基金額                                                                                                                                                            15,196,11515,196,11515,196,11515,196,115千円千円千円千円    

特定財源見込額特定財源見込額特定財源見込額特定財源見込額                                                                                                                                                            23,108,06923,108,06923,108,06923,108,069千円千円千円千円    

地方債現在高等地方債現在高等地方債現在高等地方債現在高等にににに係係係係るるるる基準財政需要額算入見込額基準財政需要額算入見込額基準財政需要額算入見込額基準財政需要額算入見込額                                    61,151,38561,151,38561,151,38561,151,385千円千円千円千円    

④④④④    建物建物建物建物のうちのうちのうちのうち 1,877,0381,877,0381,877,0381,877,038千千千千円円円円（（（（帳簿原価帳簿原価帳簿原価帳簿原価））））、、、、工作物工作物工作物工作物のうちのうちのうちのうち 1,7051,7051,7051,705千円千円千円千円（（（（帳簿価額帳簿価額帳簿価額帳簿価額））））

はははは、、、、PFI PFI PFI PFI 事業事業事業事業等等等等にににに係係係係るるるる資産資産資産資産がががが計上計上計上計上されていますされていますされていますされています。。。。    

(3(3(3(3))))    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にににに係係係係るるるる事項事項事項事項    

純資産純資産純資産純資産におけるにおけるにおけるにおける固定資産等形成分及固定資産等形成分及固定資産等形成分及固定資産等形成分及びびびび余剰分余剰分余剰分余剰分（（（（不足分不足分不足分不足分））））のののの内容内容内容内容    

①①①①    固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分    

固定資産固定資産固定資産固定資産のののの額額額額にににに流動資産流動資産流動資産流動資産におにおにおにおけるけるけるける短期貸付金及短期貸付金及短期貸付金及短期貸付金及びびびび基金等基金等基金等基金等をををを加加加加えたえたえたえた額額額額をををを計上計上計上計上してしてしてして

いますいますいますいます。。。。    

②②②②    余剰分余剰分余剰分余剰分（（（（不足分不足分不足分不足分））））    

純資産合計額純資産合計額純資産合計額純資産合計額のうちのうちのうちのうち、、、、固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた金額金額金額金額をををを計上計上計上計上していますしていますしていますしています。。。。    
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(4(4(4(4))))    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にににに係係係係るるるる事項事項事項事項    

①①①①    基礎的財政収支基礎的財政収支基礎的財政収支基礎的財政収支        

一般会計等財務書類一般会計等財務書類一般会計等財務書類一般会計等財務書類    △△△△462,143462,143462,143462,143千円千円千円千円        全体財務書類全体財務書類全体財務書類全体財務書類    2,351,1232,351,1232,351,1232,351,123千円千円千円千円    

    

②②②②    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のののの業務活動収支業務活動収支業務活動収支業務活動収支とととと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のののの本年度差額本年度差額本年度差額本年度差額とのとのとのとの差額差額差額差額のののの    

内訳内訳内訳内訳    

【【【【一般会計等財務書類一般会計等財務書類一般会計等財務書類一般会計等財務書類】】】】    

    

            

【【【【全体財務書類全体財務書類全体財務書類全体財務書類】】】】    

    

    

    

    

    

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

業務活動収支業務活動収支業務活動収支業務活動収支 5,121,1575,121,1575,121,1575,121,157 千円千円千円千円

投資活動収入投資活動収入投資活動収入投資活動収入のののの国県等補助金収入国県等補助金収入国県等補助金収入国県等補助金収入 657,836657,836657,836657,836 千円千円千円千円

未収債権未収債権未収債権未収債権、、、、未払債務等未払債務等未払債務等未払債務等のののの増加増加増加増加（（（（減少減少減少減少）））） 1,175,1871,175,1871,175,1871,175,187 千円千円千円千円

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費 △ 5,883,480△ 5,883,480△ 5,883,480△ 5,883,480 千円千円千円千円

賞与引当金繰入額賞与引当金繰入額賞与引当金繰入額賞与引当金繰入額 △ 602,691△ 602,691△ 602,691△ 602,691 千円千円千円千円

退職手当引当金繰入額退職手当引当金繰入額退職手当引当金繰入額退職手当引当金繰入額 △ 836,399△ 836,399△ 836,399△ 836,399 千円千円千円千円

徴収不能引当金繰入額徴収不能引当金繰入額徴収不能引当金繰入額徴収不能引当金繰入額 △ 82,257△ 82,257△ 82,257△ 82,257 千円千円千円千円

損失補償等引当金戻入額損失補償等引当金戻入額損失補償等引当金戻入額損失補償等引当金戻入額 1,754,8171,754,8171,754,8171,754,817 千円千円千円千円

資産除売却損資産除売却損資産除売却損資産除売却損 △ 373,286△ 373,286△ 373,286△ 373,286 千円千円千円千円

資産売却益資産売却益資産売却益資産売却益 34,02234,02234,02234,022 千円千円千円千円

964,906964,906964,906964,906 千円千円千円千円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のののの本年度差額本年度差額本年度差額本年度差額

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

業務活動収支業務活動収支業務活動収支業務活動収支 9,868,1299,868,1299,868,1299,868,129 千円千円千円千円

投資活動収入投資活動収入投資活動収入投資活動収入のののの国県等補助金収入国県等補助金収入国県等補助金収入国県等補助金収入 657,836657,836657,836657,836 千円千円千円千円

未収債権未収債権未収債権未収債権、、、、未払債務等未払債務等未払債務等未払債務等のののの増加増加増加増加（（（（減少減少減少減少）））） 2,293,7912,293,7912,293,7912,293,791 千円千円千円千円

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費 △ 8,486,899△ 8,486,899△ 8,486,899△ 8,486,899 千円千円千円千円

賞与引当金繰入額賞与引当金繰入額賞与引当金繰入額賞与引当金繰入額 △ 1,418,606△ 1,418,606△ 1,418,606△ 1,418,606 千円千円千円千円

退職手当引当金繰入額退職手当引当金繰入額退職手当引当金繰入額退職手当引当金繰入額 △ 966,425△ 966,425△ 966,425△ 966,425 千円千円千円千円

徴収不能引当金繰入額徴収不能引当金繰入額徴収不能引当金繰入額徴収不能引当金繰入額 △ 300,583△ 300,583△ 300,583△ 300,583 千円千円千円千円

損失補償等引当金戻入額損失補償等引当金戻入額損失補償等引当金戻入額損失補償等引当金戻入額 2,025,6562,025,6562,025,6562,025,656 千円千円千円千円

資産除売却損資産除売却損資産除売却損資産除売却損 △ 373,286△ 373,286△ 373,286△ 373,286 千円千円千円千円

資産売却益資産売却益資産売却益資産売却益 34,02234,02234,02234,022 千円千円千円千円

3,333,6353,333,6353,333,6353,333,635 千円千円千円千円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のののの本年度差額本年度差額本年度差額本年度差額
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③③③③    既存既存既存既存のののの決算情報決算情報決算情報決算情報とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性    

    

④④④④    一時借入金一時借入金一時借入金一時借入金    

資金収支計算書上資金収支計算書上資金収支計算書上資金収支計算書上、、、、一時借入金一時借入金一時借入金一時借入金のののの増減額増減額増減額増減額はははは含含含含まれていませんまれていませんまれていませんまれていません。。。。    

なおなおなおなお、、、、一時借入金一時借入金一時借入金一時借入金のののの限度額及限度額及限度額及限度額及びびびび利子額利子額利子額利子額はははは次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

一時借入金一時借入金一時借入金一時借入金のののの限度額限度額限度額限度額            16161616,000,000,000,000,000,000,000,000千円千円千円千円    

一時借入金一時借入金一時借入金一時借入金にににに係係係係るるるる利子額利子額利子額利子額                    94949494千円千円千円千円    

    

4 4 4 4 連結財務書類連結財務書類連結財務書類連結財務書類におけるにおけるにおけるにおける注記注記注記注記    

        連結財務書類作成連結財務書類作成連結財務書類作成連結財務書類作成においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、連結団体連結団体連結団体連結団体がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ作成作成作成作成したしたしたした財務書類財務書類財務書類財務書類をををを公会計公会計公会計公会計にににに読読読読みみみみ

替替替替えてえてえてえて作成作成作成作成しておりしておりしておりしており、、、、会計処理会計処理会計処理会計処理のののの手法等手法等手法等手法等はそれぞれのはそれぞれのはそれぞれのはそれぞれの団体団体団体団体のののの手法手法手法手法によりますによりますによりますによります。。。。    

（（（（単位単位単位単位：：：：千円千円千円千円））））

歳入決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額 歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額
歳入歳出歳入歳出歳入歳出歳入歳出
差引額差引額差引額差引額

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等
財務書類財務書類財務書類財務書類

全体全体全体全体
財務書類財務書類財務書類財務書類

59,582,75659,582,75659,582,75659,582,756 57,357,36057,357,36057,357,36057,357,360 2,225,3962,225,3962,225,3962,225,396 ○○○○ ○○○○

6,7806,7806,7806,780 5,9695,9695,9695,969 811811811811 ○○○○ ○○○○

28,49928,49928,49928,499 28,49928,49928,49928,499 0000 ○○○○ ○○○○

6,0286,0286,0286,028 6,0286,0286,0286,028 0000 ○○○○

20,738,28320,738,28320,738,28320,738,283 17,632,98617,632,98617,632,98617,632,986 3,105,2973,105,2973,105,2973,105,297 ○○○○

54,66654,66654,66654,666 54,66654,66654,66654,666 0000 ○○○○

1,976,9901,976,9901,976,9901,976,990 1,916,8311,916,8311,916,8311,916,831 60,15960,15960,15960,159 ○○○○

14,473,02214,473,02214,473,02214,473,022 12,744,29612,744,29612,744,29612,744,296 1,728,7261,728,7261,728,7261,728,726 ○○○○

286,482286,482286,482286,482 286,482286,482286,482286,482 0000

53,62853,62853,62853,628 53,62853,62853,62853,628 0000 ○○○○ ○○○○

94,72494,72494,72494,724 94,72494,72494,72494,724 0000 ○○○○

5,910,2085,910,2085,910,2085,910,208 5,905,0595,905,0595,905,0595,905,059 5,1495,1495,1495,149

244,749244,749244,749244,749 244,749244,749244,749244,749 0000

72,12772,12772,12772,127 72,12772,12772,12772,127 0000

124,677124,677124,677124,677 107,193107,193107,193107,193 17,48417,48417,48417,484 ○○○○

18,687,78818,687,78818,687,78818,687,788 17,457,07617,457,07617,457,07617,457,076 1,230,7121,230,7121,230,7121,230,712 ○○○○

4,3854,3854,3854,385 3,3053,3053,3053,305 1,0801,0801,0801,080

601601601601 70707070 531531531531

3,9883,9883,9883,988 620620620620 3,3683,3683,3683,368

62,767,62562,767,62562,767,62562,767,625 56,614,30856,614,30856,614,30856,614,308 6,153,3176,153,3176,153,3176,153,317

122,350,381122,350,381122,350,381122,350,381 113,971,668113,971,668113,971,668113,971,668 8,378,7138,378,7138,378,7138,378,713

公会計財務書類公会計財務書類公会計財務書類公会計財務書類におけるにおけるにおけるにおける資金収支残高資金収支残高資金収支残高資金収支残高

699,614699,614699,614699,614

24,442,04624,442,04624,442,04624,442,046

2,301,0972,301,0972,301,0972,301,097

419,713419,713419,713419,713

2,226,2072,226,2072,226,2072,226,207

699,614699,614699,614699,614

2,925,8212,925,8212,925,8212,925,821

（（（（単位単位単位単位：：：：千円千円千円千円））））

8,368,5858,368,5858,368,5858,368,585

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等
財務書類財務書類財務書類財務書類

平成29年度 大垣市歳入歳出決算書計上額平成29年度 大垣市歳入歳出決算書計上額平成29年度 大垣市歳入歳出決算書計上額平成29年度 大垣市歳入歳出決算書計上額（（（（対象会計対象会計対象会計対象会計））））

歳計外現金残高歳計外現金残高歳計外現金残高歳計外現金残高（（（（平成30年3月31日現在平成30年3月31日現在平成30年3月31日現在平成30年3月31日現在））））

資金収支計算書 本年度末現金預金残高資金収支計算書 本年度末現金預金残高資金収支計算書 本年度末現金預金残高資金収支計算書 本年度末現金預金残高

競競競競 輪輪輪輪 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

牧牧牧牧 田田田田 財財財財 産産産産 区区区区 会会会会 計計計計

一一一一 之之之之 瀬瀬瀬瀬 財財財財 産産産産 区区区区 会会会会 計計計計

時時時時 財財財財 産産産産 区区区区 会会会会 計計計計

計計計計

連結修正額連結修正額連結修正額連結修正額（（（（出納整理期間出納整理期間出納整理期間出納整理期間のののの一般会計一般会計一般会計一般会計とととと企業会計企業会計企業会計企業会計とのとのとのとの現金現金現金現金のののの受払受払受払受払））））

資金収支計算書 本年度末現金預金残高資金収支計算書 本年度末現金預金残高資金収支計算書 本年度末現金預金残高資金収支計算書 本年度末現金預金残高

平成29年度 大垣市歳入歳出決算書計上額平成29年度 大垣市歳入歳出決算書計上額平成29年度 大垣市歳入歳出決算書計上額平成29年度 大垣市歳入歳出決算書計上額（（（（対象会計対象会計対象会計対象会計））））

歳計外現金残高歳計外現金残高歳計外現金残高歳計外現金残高（（（（平成30年3月31日現在平成30年3月31日現在平成30年3月31日現在平成30年3月31日現在））））

平成29年度 大垣市病院事業会計決算書平成29年度 大垣市病院事業会計決算書平成29年度 大垣市病院事業会計決算書平成29年度 大垣市病院事業会計決算書　　　　　　　　現金預金残高現金預金残高現金預金残高現金預金残高

平成29年度 大垣市水道事業会計決算書平成29年度 大垣市水道事業会計決算書平成29年度 大垣市水道事業会計決算書平成29年度 大垣市水道事業会計決算書　　　　　　　　現金預金残高現金預金残高現金預金残高現金預金残高

公公公公 設設設設 地地地地 方方方方 卸卸卸卸 売売売売 市市市市 場場場場 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

公公公公 共共共共 下下下下 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

特特特特 定定定定 環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 公公公公 共共共共 下下下下 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

農農農農 業業業業 集集集集 落落落落 排排排排 水水水水 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

駐駐駐駐 車車車車 場場場場 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

36,231,05536,231,05536,231,05536,231,055

全体財務書類全体財務書類全体財務書類全体財務書類

特特特特
　　　　
　　　　
　　　　
別別別別
　　　　
　　　　
　　　　
会会会会
　　　　
　　　　
　　　　
計計計計

平成29年度 大垣市歳入歳出決算書平成29年度 大垣市歳入歳出決算書平成29年度 大垣市歳入歳出決算書平成29年度 大垣市歳入歳出決算書 公会計財務書類対象公会計財務書類対象公会計財務書類対象公会計財務書類対象

区区区区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分

一一一一 般般般般 会会会会 計計計計

物物物物 品品品品 調調調調 達達達達 会会会会 計計計計

公公公公 共共共共 用用用用 地地地地 先先先先 行行行行 取取取取 得得得得 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

交交交交 通通通通 災災災災 害害害害 共共共共 済済済済 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

国国国国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険 直直直直営営営営 診診診診療療療療 施施施施設設設設 事事事事業業業業 会会会会計計計計

後後後後 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者者者 医医医医 療療療療 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

簡簡簡簡 易易易易 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計

市市市市 行行行行 造造造造 林林林林 事事事事 業業業業 会会会会 計計計計


