
東京都日の出町

連結

令和3年3月31日 現在
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 40,685,208 　固定負債 11,967,020
　　有形固定資産 38,966,599 　　地方債 10,411,431
　　　事業用資産 23,581,702 　　長期未払金 2
　　　　土地 15,412,737 　　退職手当引当金 1,388,958
　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 18,519,906 　　その他 166,630
　　　　建物減価償却累計額 △ 11,628,071 　流動負債 1,501,681
　　　　工作物 2,119,368 　　１年内償還予定地方債 1,167,863
　　　　工作物減価償却累計額 △ 920,224 　　未払金 141,139
　　　　船舶 - 　　未払費用 835
　　　　船舶減価償却累計額 - 　　前受金 2
　　　　浮標等 - 　　前受収益 -
　　　　浮標等減価償却累計額 - 　　賞与等引当金 166,590
　　　　航空機 - 　　預り金 22,252
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 2,999
　　　　その他 - 負債合計 13,468,702
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 77,986 【純資産の部】
　　　インフラ資産 14,980,141 　固定資産等形成分 43,030,522
　　　　土地 5,029,859 　余剰分（不足分） △ 11,993,907
　　　　建物 15,241 　他団体出資等分 1
　　　　建物減価償却累計額 △ 9,153
　　　　工作物 19,296,143
　　　　工作物減価償却累計額 △ 9,397,274
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 45,327
　　　物品 1,688,765
　　　物品減価償却累計額 △ 1,284,010
　　無形固定資産 53,719
　　　ソフトウェア 52,849
　　　その他 870
　　投資その他の資産 1,664,890
　　　投資及び出資金 14,135
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 14,135
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 102,741
　　　長期貸付金 4,013
　　　基金 1,517,212
　　　　減債基金 -
　　　　その他 1,517,212
　　　その他 31,465
　　　徴収不能引当金 △ 4,676
　流動資産 3,820,109
　　現金預金 1,154,975
　　未収金 308,253
　　短期貸付金 -
　　基金 2,345,313
　　　財政調整基金 2,182,400
　　　減債基金 162,913
　　棚卸資産 13,295
　　その他 376
　　徴収不能引当金 △ 2,104 純資産合計 31,036,616

資産合計 44,505,318 負債・純資産合計 44,505,318

連結貸借対照表　　　　



東京都日の出町

連結

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日
（単位：千円）

金額

経常費用 14,466,911

　業務費用 7,168,444

　　人件費 2,465,593

　　　職員給与費 2,128,911

　　　賞与等引当金繰入額 158,968

　　　退職手当引当金繰入額 29,524

　　　その他 148,190

　　物件費等 4,365,499

　　　物件費 3,208,893

　　　維持補修費 67,292

　　　減価償却費 1,087,679

　　　その他 1,635

　　その他の業務費用 337,352

　　　支払利息 185,814

　　　徴収不能引当金繰入額 3,494

　　　その他 148,043

　移転費用 7,298,467

　　補助金等 6,336,550

　　社会保障給付 913,288

　　他会計への繰出金 -

　　その他 48,629

経常収益 2,939,629

　使用料及び手数料 1,631,289

　その他 1,308,340

純経常行政コスト 11,527,283

臨時損失 2,193,754

　災害復旧事業費 25,784

　資産除売却損 1,618

　投資損失引当金繰入額 -

　損失補償等引当金繰入額 -

　その他 2,166,352

臨時利益 6,792

　資産売却益 4,416

　その他 2,376

純行政コスト 13,714,245

連結行政コスト計算書　

科目



東京都日の出町

連結

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日
（単位：千円）

科 目 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 30,006,682 43,246,315 △ 13,239,633 1

　純行政コスト（△） △ 13,714,245 △ 13,714,245 -

　財源 14,820,295 14,820,295 -

　　税収等 6,521,814 6,521,814 -

　　国県等補助金 8,298,481 8,298,481 -

　本年度差額 1,106,051 1,106,051 -

　固定資産等の変動（内部変動）

　　有形固定資産等の増加

　　有形固定資産等の減少

　　貸付金・基金等の増加

　　貸付金・基金等の減少

　資産評価差額 -

　無償所管換等 6,414

　他団体出資等分の増加 0

　他団体出資等分の減少 -

　比例連結割合変更に伴う差額 △ 19,500

　その他 △ 63,031

　本年度純資産変動額 1,029,934 △ 215,793 1,245,726 0

本年度末純資産残高 31,036,616 43,030,522 △ 11,993,907 1

連結純資産変動計算書　　



東京都日の出町

連結

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日
（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
　業務支出
　　業務費用支出
　　　人件費支出
　　　物件費等支出
　　　支払利息支出
　　　その他の支出
　　移転費用支出
　　　補助金等支出
　　　社会保障給付支出
　　　他会計への繰出支出
　　　その他の支出
　業務収入
　　税収等収入
　　国県等補助金収入
　　使用料及び手数料収入
　　その他の収入
　臨時支出
　　災害復旧事業費支出
　　その他の支出
　臨時収入
業務活動収支 ※基準に従い、作成を省略しています。
【投資活動収支】
　投資活動支出
　　公共施設等整備費支出
　　基金積立金支出
　　投資及び出資金支出
　　貸付金支出
　　その他の支出
　投資活動収入
　　国県等補助金収入
　　基金取崩収入
　　貸付金元金回収収入
　　資産売却収入
　　その他の収入
投資活動収支
【財務活動収支】
　財務活動支出
　　地方債償還支出
　　その他の支出
　財務活動収入
　　地方債発行収入
　　その他の収入
財務活動収支

本年度資金収支額 531,259
前年度末資金残高 609,987
比例連結割合の変更に伴う差額 3,186
本年度末資金残高 1,144,432
前年度末歳計外現金残高 10,868
本年度歳計外現金増減額 △ 325
本年度末歳計外現金残高 10,543
本年度末現金預金残高 1,154,975

連結資金収支計算書　

科目



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格 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格 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、取得原価が不明なものは、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 出資金 

ア 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  先入先出法による原価法 

 

（4） 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産          定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

ア 建物      6年～50年 

イ 工作物     5年～75年     

ウ 物品      2年～17年 

 

② 無形固定資産          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。） 

 



（5） 引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

未収金及び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。貸付金については、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。 

 

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 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。） 

  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） 連結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 

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。 

 

 

2. 重要な会計方針の変更等 

（1） 会計方針の変更                該当事項ありません。 

 

（2） 表示方法の変更              該当事項ありません。 

 

（3） 連結資金収支計算書における資金の範囲の変更  該当事項ありません。 

 

 

3. 重要な後発事象                         該当事項ありません。 

 

 

4. 偶発債務                                    該当事項ありません。 

 

 

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 比例連結割

合 

東京市町村総合事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 1.76％ 

東京都市町村公平委員会 一部事務組合・広域連合 比例連結 2.08％ 

東京都市町村議会議員 

公務災害補償等組合 

一部事務組合・広域連合 比例連結 
2.85％ 

西秋川衛生組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 15.74％ 

阿伎留病院企業団 一部事務組合・広域連合 比例連結 19.59％ 

秋川流域斎場組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 19.04％ 

東京都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 0.17％ 

東京都市町村職員退職手当組合 一部事務組合・広域連合 みなし連結 - 

日の出町土地開発公社 地方三公社 全部連結 - 

日の出町サービス総合センター 

株式会社 
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 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、すべて全部連結の対象としています。 

③ 第三セクター等は、すべて全部連結の対象としています。 

（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） 表示単位未満の取扱い 

 

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。 

 

（4） 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

ア 範囲 

普通財産のうち、活用が図られていない公共資産を売却可能資産としてい

ます。 

イ 内訳 

資産内訳 売却可能価額 貸借対照表上の簿価 

事業用資産 29,215千円 79,425千円 

土地 29,215千円 79,425千円 

 

 



附属明細書（連結）

①有形固定資産の明細 （単位：千円）

前年度末残高
（A）

本年度増加額
（B）

本年度減少額
（C）

本年度末残高
（A)＋（B)-（C)

（D）

本年度末
減価償却
累計額

（E)

本年度償却額
（F)

差引本年度末残
高

（D)－（E)
（Ｈ)

 事業用資産 35,954,300 1,590,989 1,415,293 36,129,997 12,548,295 493,286 23,581,702

土地 15,429,273 3,110 19,645 15,412,737 - - 15,412,737

立木竹 6,775 - 6,775 - - - -

建物 18,375,913 1,477,689 1,333,696 18,519,906 11,628,071 465,190 6,891,835

工作物 2,097,027 49,801 27,460 2,119,368 920,224 28,097 1,199,144

船舶 - - - - - - -

浮標等 - - - - - - -

航空機 - - - - - - -

その他 - - - - - - -

建設仮勘定 45,313 60,389 27,716 77,986 - - 77,986

 インフラ資産 24,241,200 181,023 35,653 24,386,569 9,406,428 514,655 14,980,141

土地 5,032,969 0 3,110 5,029,859 - - 5,029,859

建物 15,241 - - 15,241 9,153 474 6,087

工作物 19,153,297 167,621 24,775 19,296,143 9,397,274 514,181 9,898,868

その他 - - - - - - -

建設仮勘定 39,694 13,402 7,768 45,327 - - 45,327

 物品 1,627,840 74,133 13,208 1,688,765 1,284,010 44,406 404,755

61,823,340 1,846,145 1,464,154 62,205,332 23,238,733 1,052,347 38,966,599

１．貸借対照表の内容に関する明細
（１）資産項目の明細

区分

合計


