
*会計年度 ： H31
*団体区分 ： 連結
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 406,772,877,749 固定負債 138,774,557,504

有形固定資産 384,491,925,947 地方債等 99,542,771,453
事業用資産 73,812,453,821 長期未払金 110,550,650

土地 28,736,114,581 退職手当引当金 6,406,995,415
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0
立木竹 3,060,160,700 その他 32,714,239,986
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 11,008,955,093
建物 101,137,170,046 1年内償還予定地方債等 8,852,971,271
建物減価償却累計額 △ 63,586,668,408 未払金 965,161,032
建物減損損失累計額 0 未払費用
工作物 9,869,353,614 前受金 1,227,345
工作物減価償却累計額 △ 5,609,215,489 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 538,598,249
船舶 0 預り金 328,234,899
船舶減価償却累計額 0 その他 322,762,297
船舶減損損失累計額 0 149,783,512,597
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 415,129,555,389
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 139,857,335,374
航空機 0 他団体出資等分 231,955,209
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 171,010,673
その他減価償却累計額 △ 103,650,918
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 138,179,022

インフラ資産 304,488,862,688
土地 36,766,789,452
土地減損損失累計額 0
建物 2,796,151,413
建物減価償却累計額 △ 910,856,376
建物減損損失累計額 0
工作物 528,172,368,370
工作物減価償却累計額 △ 263,006,930,488
工作物減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 671,340,317

物品 16,392,278,700
物品減価償却累計額 △ 10,201,669,262
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 2,532,105,296
ソフトウェア 8,017,902
その他 2,524,087,394

投資その他の資産 19,748,846,506
投資及び出資金 11,243,669,403

有価証券 2,558,666,616
出資金 8,685,002,787
その他 0

長期延滞債権 389,931,081
長期貸付金 1,165,619,000
基金 6,849,963,108

減債基金 0
その他 6,849,963,108

その他 144,698,295
徴収不能引当金 △ 45,034,381

流動資産 18,514,810,072
現金預金 7,054,624,084
未収金 918,446,855
短期貸付金 110,815,286
基金 10,259,746,935

財政調整基金 9,092,529,107
減債基金 1,167,217,828

棚卸資産 186,895,615
その他 14,212,412
徴収不能引当金 △ 29,931,115

繰延資産 0 275,504,175,224

425,287,687,821 425,287,687,821

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



*会計年度 ： H31
*団体区分 ： 連結
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 81,649,677,863
業務費用 38,684,565,461

人件費 8,717,275,779
職員給与費 6,847,805,479
賞与等引当金繰入額 561,893,641
退職手当引当金繰入額 13,509,621
その他 1,294,067,038

物件費等 28,280,528,892
物件費 12,051,302,120
維持補修費 1,074,716,203
減価償却費 14,265,273,102
その他 889,237,467

その他の業務費用 1,686,760,790
支払利息 973,782,799
徴収不能引当金繰入額 56,243,594
その他 656,734,397

移転費用 42,965,112,402
補助金等 24,791,327,796
社会保障給付 18,018,591,270
他会計への繰出金 31,510,253
その他 123,683,083

経常収益 7,736,891,346
使用料及び手数料 4,192,071,871
その他 3,544,819,475

純経常行政コスト 73,912,786,517
臨時損失 153,600,294

災害復旧事業費 0
資産除売却損 153,302,845

損失補償等引当金繰入額
その他 297,449

臨時利益 323,159,518
資産売却益 5,153,456
その他 318,006,062

純行政コスト 73,743,227,293

連結行政コスト計算書
自　平成３１年４月１日　

至　令和２年３月３１日

科目 金額



*会計年度 ： H31
*団体区分 ： 連結
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 282,768,974,244 425,518,223,147 △ 142,963,005,442 213,756,539

純行政コスト（△） △ 73,743,227,293 △ 73,743,227,293 -

財源 66,398,056,546 66,398,056,546 -

税収等 43,528,403,297 43,528,403,297 -

国県等補助金 22,869,653,249 22,869,653,249 -

本年度差額 △ 7,345,170,747 △ 7,345,170,747 -

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 △ 2,799,000

無償所管換等 72,603,431

他団体出資等分の増加 0

他団体出資等分の減少 0

比例連結割合変更に伴う差額 △ 552,813,078

その他 563,380,374

本年度純資産変動額 △ 7,264,799,020 △ 10,388,667,758 3,105,670,068 18,198,670

本年度末純資産残高 275,504,175,224 415,129,555,389 △ 139,857,335,374 231,955,209

連結純資産変動計算書
自　平成３１年４月１日　

至　令和２年３月３１日

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
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注記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) 有形固定資産等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。 

      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 

      ※平成 27 年度までは総務省方式改訂モデル(決算統計における普通建設事業

費（取得原価）の累計額を基礎として算定）、平成 28 年度以後は統一的な

基準に基づいて評価しています。 

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) 有価証券等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（定額法） 

② 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 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの・・・・・取得原価 

③ 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 

（売却原価は移動平均法により算定） 

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 

① 原材料、商品等・・・・・・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 

        なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

          建物    14 年～50 年 

          工作物    8 年～75 年 

          物品     2 年～15 年 

     ただし、一部の連結対象団体については定率法によっています。 

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。 

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。） 
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    ・・・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。 

    長期貸付金については、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。 

③ 退職手当引当金 

期末自己都合要支給額に、退職手当債務から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、

組合における積立金額の運用益のうち当市へ按分される額を加算した額を控除

した額を加算して計上しています。 

④ 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) 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、税抜方式によっています。 

    ただし、一部の連結対象団体については、税込方式によっています。 

(9) その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項 



3 

 

① 物品の計上基準 

    物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円以上の場合に資産として計

上しています。 

② 資本的支出と修繕費の区分基準 

    固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値

を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額

を資本的支出、通常の維持管理のため、またはき損した固定資産につきその現

状を回復するために要したと認められる部分の金額を修繕費として処理してい

ます。 

 

２ 重要な会計方針の変更等 

  重要な会計方針の変更等はありません。 

 

３ 重要な後発事象 

  該当する事象はありません。 

 

４ 偶発債務 

(1) 係争中の訴訟等 

  係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているものは次のとおりです。 

  ① 令和元年(ネ)第 397 号損害賠償等請求控訴事件 500 万円 

     原告が仙台高等裁判所に控訴を提起し、令和元年 12 月 27 日控訴状送達 

 

５ 追加情報 

(1) 連結財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

  

団体（会計）名 区分 連結の方法  連結割合  

一般会計等  一般会計  全部連結  －  

下水道事業会計  地方公営事業会計  全部連結  －  

国民健康保険特別会計  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  －  

介護保険特別会計  地方公営事業会計  全部連結  －  

公設地方卸売市場事業特別会計  地方公営事業会計  全部連結  －  

岩手県市町村総合事務組合  一部事務組合・広域連合  比例連結  （※）  

岩手中部広域行政組合  一部事務組合・広域連合  比例連結  38.33％  

北上地区広域行政組合  一部事務組合・広域連合  比例連結  50.41％  

岩手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  8.10％  

岩手中部水道企業団  一部事務組合・広域連合  比例連結  52.13％  

(株 )とうわ地域資源開発公社  第三セクター等  全部連結  －  

(株 )東和町総合サービス公社  第三セクター等  全部連結  －  
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(株 )エーデルワイン  第三セクター等  全部連結  －  

(一財 )花巻市体育協会  第三セクター等  全部連結  －  

(株 )土澤まちづくり会社  第三セクター等  比例連結  50.00％  

(株 )石鳥谷観光物産  第三セクター等  比例連結  47.50％  

花巻市清掃 (株 ) 第三セクター等  比例連結  31.03％  

(公財 )花巻国際交流協会  第三セクター等  比例連結  33.33％  

(一社 )花巻地域農業管理センター  第三セクター等  比例連結  49.97％  

 

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。ただし、岩手県市町村総合事務組合の連結にあたっては、

組合から提示された一般負担金額による按分（一部の費目については、一般負

担金額による按分ではなく、実態に即した合理的な方法により按分）後の金額

により計上しています。 

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。 

 (2) 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。 

 


