
【様式第1号】

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 53,838,132,853   固定負債 26,718,230,334

    有形固定資産 48,383,455,743     地方債等 13,124,875,255

      事業用資産 18,388,350,354     長期未払金 3,681,088

        土地 6,998,613,286     退職手当引当金 2,540,743,863

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 11,048,930,128

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,449,237,547

        建物 24,677,773,281     １年内償還予定地方債等 1,638,636,199

        建物減価償却累計額 -13,747,783,700     未払金 378,571,632

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 787,469,622     前受金 19,526,813

        工作物減価償却累計額 -329,437,817     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 238,470,290

        船舶 -     預り金 68,818,604

        船舶減価償却累計額 -     その他 105,214,009

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 29,167,467,881

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 56,417,920,581

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -25,538,275,799

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,715,682

      インフラ資産 29,296,512,716

        土地 683,326,307

        土地減損損失累計額 -

        建物 277,258,315

        建物減価償却累計額 -119,218,393

        建物減損損失累計額 -

        工作物 59,242,588,888

        工作物減価償却累計額 -31,027,082,229

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 239,639,828

      物品 4,499,493,865

      物品減価償却累計額 -3,800,901,192

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,097,717,313

      ソフトウェア 17,597,600

      その他 2,080,119,713

    投資その他の資産 3,356,959,797

      投資及び出資金 211,782,585

        有価証券 198,948,585

        出資金 12,834,000

        その他 -

      長期延滞債権 262,110,907

      長期貸付金 -

      基金 2,806,525,593

        減債基金 204,937,997

        その他 2,601,587,596

      その他 82,098,471

      徴収不能引当金 -5,557,759

  流動資産 6,208,979,810

    現金預金 3,009,130,660

    未収金 599,680,753

    短期貸付金 420,771,600

    基金 2,159,016,128

      財政調整基金 2,059,016,128

      減債基金 100,000,000

    棚卸資産 19,944,008

    その他 9,143,595

    徴収不能引当金 -8,706,934

  繰延資産 - 純資産合計 30,879,644,782

資産合計 60,047,112,663 負債及び純資産合計 60,047,112,663

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 244,916

    その他 41,647,022

純行政コスト 15,673,537,645

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,248,269,708

  臨時利益 41,891,938

  臨時損失 2,330,578,061

    災害復旧事業費 80,238,584

    資産除売却損 2,069,769

    使用料及び手数料 2,474,399,334

    その他 765,611,603

純経常行政コスト 13,384,851,522

      社会保障給付 3,485,553,351

      その他 113,517,050

  経常収益 3,240,010,937

        その他 245,731,470

    移転費用 7,912,279,971

      補助金等 4,313,209,570

      その他の業務費用 407,059,755

        支払利息 158,017,327

        徴収不能引当金繰入額 3,310,958

        維持補修費 64,830,278

        減価償却費 2,169,426,734

        その他 208,143,491

        その他 387,071,938

      物件費等 4,817,542,804

        物件費 2,375,142,301

        職員給与費 2,807,658,755

        賞与等引当金繰入額 234,982,290

        退職手当引当金繰入額 58,266,946

  経常費用 16,624,862,459

    業務費用 8,712,582,488

      人件費 3,487,979,929

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

科目名 金額



【様式第3号】

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 31,500,905,645 59,645,853,541 -28,144,947,896 -

  純行政コスト（△） -15,673,537,645 -15,673,537,645 -

  財源 15,198,810,329 15,198,810,329 -

    税収等 8,274,540,948 8,274,540,948 -

    国県等補助金 6,924,269,381 6,924,269,381 -

  本年度差額 -474,727,316 -474,727,316 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,371,362,108 1,371,362,108

    有形固定資産等の増加 653,592,625 -653,592,625

    有形固定資産等の減少 -2,250,525,261 2,250,525,261

    貸付金・基金等の増加 1,159,037,022 -1,159,037,022

    貸付金・基金等の減少 -933,466,494 933,466,494

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,161,999 15,161,999

  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 -160,810,256 -1,871,187,850 1,710,377,594 -

  その他 -885,290 -545,001 -340,289

  本年度純資産変動額 -621,260,863 -3,227,932,960 2,606,672,097 -

本年度末純資産残高 30,879,644,782 56,417,920,581 -25,538,275,799 -

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



【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 31,319,612

本年度歳計外現金増減額 1,831,907

本年度末歳計外現金残高 33,151,519

本年度末現金預金残高 3,009,130,660

財務活動収支 -406,932,460

本年度資金収支額 512,206,930

前年度末資金残高 2,707,589,934

比例連結割合変更に伴う差額 -243,817,723

本年度末資金残高 2,975,979,141

    地方債等償還支出 1,275,499,986

    その他の支出 3,368,113

  財務活動収入 871,935,639

    地方債等発行収入 871,935,639

    その他の収入 -

    資産売却収入 244,916

    その他の収入 641,196,097

投資活動収支 17,612,259

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,278,868,099

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,334,827,081

    国県等補助金収入 204,152,409

    基金取崩収入 484,270,814

    貸付金元金回収収入 4,962,845

  投資活動支出 1,317,214,822

    公共施設等整備費支出 568,539,148

    基金積立金支出 748,189,124

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 486,550

    災害復旧事業費支出 80,238,584

    その他の支出 2,239,966,845

  臨時収入 2,198,326,352

業務活動収支 901,527,131

【投資活動収支】

    税収等収入 7,574,240,109

    国県等補助金収入 4,655,124,381

    使用料及び手数料収入 2,342,965,374

    その他の収入 687,858,924

  臨時支出 2,320,205,429

    移転費用支出 7,899,874,046

      補助金等支出 4,313,859,136

      社会保障給付支出 3,485,553,351

      その他の支出 100,461,559

  業務収入 15,260,188,788

    業務費用支出 6,336,908,534

      人件費支出 3,457,375,313

      物件費等支出 2,555,472,689

      支払利息支出 158,017,327

      その他の支出 166,043,205

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,236,782,580
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財務書類における注記 

 

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 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法 

② 満期保有目的以外の有価証券のうち市場価格のあるもの････････････････時価評価 

③ 満期保有目的以外の有価証券のうち市場価格のないもの････････････････出資金額 

④ 出資金 

ア 市場価格のあるもの･･･････････････････････該当なし 

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 

最終仕入原価法に基づく原価法 

 

 

(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 
 

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、当市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。） 
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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（重要性の乏しいファイナンス・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 

 

(5) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が

著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。 

 

② 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。 

 

③ 退職手当引当金 

健全化判断比率を用い退職手当引当金を計上しており、組合への加入時以降の負担金の累計額

から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額を加算し算出しております。 

 

④ 損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

 

⑤ 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（重要性の乏しいファイナンス・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 

現金（手許現金及び要求払預金） 

なお、現金には、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。 
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(8) 消費税の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 

但し、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。 

 

(10) 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。 

 

2. 重要な会計方針の変更等 
(1) 会計方針の変更 

変更なし 

 

(2) 表示方法の変更 

変更なし 

 

(3) 資金収支計算書における資金の範囲の変更 

変更なし 

 

3. 重要な後発事象 
(1) 主要な業務の改廃 

なし 

 

(2) 組織・機構の大幅な変更 

なし 

 

(3) 地方財政制度の大幅な改正 

なし 
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(4) 重大な災害等の発生 

新型コロナウイルス感染症対策として、令和３年度当初予算にて歳入歳出予算額 25,005 千円を計上

しています。 

 

4. 偶発債務 
(1) 係争中の訴訟等 

なし 

 

5. 追加情報 
(1) 連結対象団体（会計） 

団体（会計）名 区分 連結の方法 

下水道事業特別会計 地方公営企業会計 全部連結 

水道事業特別会計 地方公営企業会計 全部連結 

奈良県広域消防組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 

奈良県市町村総合事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 

奈良県後期高齢者医療広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結 

奈良県広域水質検査センター組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 

南和広域医療企業団 地方公営企業会計 比例連結 

南和広域衛生組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 

大淀町土地開発公社 第三セクター等 全部連結 

大淀町シルバー人材センター 第三セクター等 全部連結 

吉野郡大淀振興センター 第三セクター等 全部連結 

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 地方三公社は、全て全部連結の対象としています。 

 

③ 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。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。 
 

(2) 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を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計数をもって会計年度末の計数としています。 

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
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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) 表示単位未満の取り扱い 

千円未満を四捨五入して表示している会計も存在するため、合計金額が一致しない場合があります。 


