
東京都日の出町

全体

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 36,993,704 　固定負債 9,197,436
　　有形固定資産 35,840,706 　　地方債 8,372,156
　　　事業用資産 20,661,903 　　長期未払金 -
　　　　土地 14,786,774 　　退職手当引当金 825,280
　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 15,105,494 　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △ 9,747,902 　流動負債 1,061,303
　　　　工作物 929,817 　　１年内償還予定地方債 934,783
　　　　工作物減価償却累計額 △ 490,265 　　未払金 2,050
　　　　船舶 - 　　未払費用 -
　　　　船舶減価償却累計額 - 　　前受金 -
　　　　浮標等 - 　　前受収益 -
　　　　浮標等減価償却累計額 - 　　賞与等引当金 114,037
　　　　航空機 - 　　預り金 10,433
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 10,258,740
　　　　その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 77,986 　固定資産等形成分 39,284,350
　　　インフラ資産 14,980,141 　余剰分（不足分） △ 9,516,341
　　　　土地 5,029,859
　　　　建物 15,241
　　　　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 774,129
　　　物品減価償却累計額 △ 575,467
　　無形固定資産 51,292
　　　ソフトウェア 51,292
　　　その他 -
　　投資その他の資産 1,101,706
　　　投資及び出資金 20,135
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 20,135
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 99,412
　　　長期貸付金 79,298
　　　基金 907,306
　　　　減債基金 -
　　　　その他 907,306
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △ 4,445
　流動資産 3,033,045
　　現金預金 707,021
　　未収金 37,481
　　短期貸付金 -
　　基金 2,290,646
　　　財政調整基金 2,127,733
　　　減債基金 162,913
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △ 2,104 純資産合計 29,768,009

資産合計 40,026,749 負債・純資産合計 40,026,749

全体貸借対照表　　　　



東京都日の出町

全体

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 11,379,470

　業務費用 5,395,857

　　人件費 1,638,078

　　　職員給与費 1,402,728

　　　賞与等引当金繰入額 114,037

　　　退職手当引当金繰入額 21,847

　　　その他 99,466

　　物件費等 3,554,094

　　　物件費 2,635,389

　　　維持補修費 46,438

　　　減価償却費 872,267

　　　その他 -

　　その他の業務費用 203,685

　　　支払利息 150,289

　　　徴収不能引当金繰入額 3,264

　　　その他 50,132

　移転費用 5,983,612

　　補助金等 5,022,018

　　社会保障給付 913,249

　　他会計への繰出金 -

　　その他 48,345

経常収益 1,762,336

　使用料及び手数料 575,429

　その他 1,186,907

純経常行政コスト 9,617,134

臨時損失 2,168,753

　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 2,141,351

臨時利益 4,416

　資産売却益 4,416

　その他 -

純行政コスト 11,781,471

全体行政コスト計算書　

科目



東京都日の出町

全体

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）

前年度末純資産残高 28,912,343 39,184,184 △ 10,271,841

　純行政コスト（△） △ 11,781,471 △ 11,781,471

　財源 12,635,468 12,635,468

　　税収等 5,740,846 5,740,846

　　国県等補助金 6,894,622 6,894,622

　本年度差額 853,997 853,997

　固定資産等の変動（内部変動） 98,972 △ 98,972

　　有形固定資産等の増加 518,337 △ 518,337

　　有形固定資産等の減少 △ 876,995 876,995

　　貸付金・基金等の増加 572,338 △ 572,338

　　貸付金・基金等の減少 △ 114,708 114,708

　資産評価差額 - -

　無償所管換等 6,414 6,414

　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 -

　その他 △ 4,745 △ 5,219 474

　本年度純資産変動額 855,666 100,167 755,499

本年度末純資産残高 29,768,009 39,284,350 △ 9,516,341

全体純資産変動計算書　　



東京都日の出町

全体

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 10,488,237
　　業務費用支出 4,504,624
　　　人件費支出 1,621,369
　　　物件費等支出 2,681,827
　　　支払利息支出 150,289
　　　その他の支出 51,140
　　移転費用支出 5,983,612
　　　補助金等支出 5,022,018
　　　社会保障給付支出 913,249
　　　他会計への繰出支出 -
　　　その他の支出 48,345
　業務収入 11,797,527
　　税収等収入 5,762,755
　　国県等補助金収入 4,273,236
　　使用料及び手数料収入 575,402
　　その他の収入 1,186,134
　臨時支出 2,167,135
　　災害復旧事業費支出 25,784
　　その他の支出 2,141,351
　臨時収入 2,213,748
業務活動収支 1,355,903
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,037,488
　　公共施設等整備費支出 518,337
　　基金積立金支出 437,523
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 81,628
　　その他の支出 -
　投資活動収入 463,433
　　国県等補助金収入 408,770
　　基金取崩収入 43,137
　　貸付金元金回収収入 4,000
　　資産売却収入 7,526
　　その他の収入 -
投資活動収支 △ 574,055
【財務活動収支】
　財務活動支出 957,391
　　地方債償還支出 957,391
　　その他の支出 -
　財務活動収入 415,858
　　地方債発行収入 415,858
　　その他の収入 -
財務活動収支 △ 541,533

本年度資金収支額 240,315
前年度末資金残高 456,273
比例連結割合の変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 696,588
前年度末歳計外現金残高 10,757
本年度歳計外現金増減額 △ 324
本年度末歳計外現金残高 10,433
本年度末現金預金残高 707,021

全体資金収支計算書　

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 

 

（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 

イ 市場価格のないもの     取得原価 

 

② 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 

 

（3） 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。） 

 



（4） 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 

退職手当債務から東京都市町村職員退職手当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に、

東京都市町村職員退職手当組合における積立金額の運用益のうち当町へ按分さ

れる額を加算した額を控除した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。 

 

（5） 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 

（リース期間実質が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。 

 

（6） 全体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。 

 



（7） 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） 全体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 

国民健康保険特別会計 地方公営事業会計 全部連結 - 

下水道事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結 - 

介護保険特別会計 地方公営事業会計 全部連結 - 

後期高齢者医療特別会計 地方公営事業会計 全部連結 - 

地方公営事業会計は、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。 

 

（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（全体）

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 30,595,606 475,480 171,016 30,900,071 10,238,168 392,312 20,661,903

10050 土地 14,786,774 3,110 3,110 14,786,774 - - 14,786,774

10060 立木竹 6,775 - 6,775 - - - -

10070 建物 14,877,011 362,180 133,696 15,105,494 9,747,902 369,967 5,357,592

10090 工作物 880,016 49,801 0 929,817 490,265 22,345 439,551

10110 船舶 - - - - - - -

10130 浮標等 - - - - - - -

10150 航空機 - - - - - - -

10170 その他 - - - - - - -

10190 建設仮勘定 45,031 60,389 27,434 77,986 - - 77,986

 インフラ資産 24,241,200 181,023 35,653 24,386,569 9,406,428 409,307 14,980,141

10210 土地 5,032,969 0 3,110 5,029,859 - - 5,029,859

10220 建物 15,241 - - 15,241 9,153 377 6,087

10240 工作物 19,153,297 167,621 24,775 19,296,143 9,397,274 408,930 9,898,868

10260 その他 - - - - - - -

10280 建設仮勘定 39,694 13,402 7,768 45,327 - - 45,327

10290  物品 738,013 49,324 13,208 774,129 575,467 35,316 198,662

55,574,819 705,826 219,877 56,060,768 20,220,062 836,935 35,840,706

区分

合計

１．貸借対照表の内容に関する明細
（１）資産項目の明細


