
【様式第1号】

自治体名：安堵町

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 13,549,642   固定負債 5,916,779

    有形固定資産 12,832,459     地方債等 4,859,169

      事業用資産 6,858,183     長期未払金 2,242

        土地 3,589,580     退職手当引当金 467,927

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 587,440

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,030,786

        建物 8,709,406     １年内償還予定地方債等 555,334

        建物減価償却累計額 -5,525,596     未払金 8,929

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 101,371     前受金 3

        工作物減価償却累計額 -29,213     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 74,725

        船舶 -     預り金 8,659

        船舶減価償却累計額 -     その他 383,136

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,947,565

        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 14,736,522

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,710,808

        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 12,636

      インフラ資産 5,664,661

        土地 79,368

        土地減損損失累計額 -

        建物 111,515

        建物減価償却累計額 -70,933

        建物減損損失累計額 -

        工作物 8,400,863

        工作物減価償却累計額 -2,856,152

        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 -

      物品 936,968

      物品減価償却累計額 -627,353

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 17,657

      ソフトウェア 17,657

      その他 -

    投資その他の資産 699,527

      投資及び出資金 10,715

        有価証券 410

        出資金 6,030

        その他 4,275

      長期延滞債権 110,377

      長期貸付金 47,391

      基金 549,600

        減債基金 438

        その他 549,162

      その他 66,811

      徴収不能引当金 -85,368

  流動資産 1,423,637

    現金預金 183,703

    未収金 46,921

    短期貸付金 853

    基金 1,186,026

      財政調整基金 701,571

      減債基金 484,455

    棚卸資産 18,448

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,315

  繰延資産 - 純資産合計 8,025,714

資産合計 14,973,279 負債及び純資産合計 14,973,279

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：安堵町

会計：連結会計 （単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 5,822,823

    業務費用 2,695,381

      人件費 1,051,353

        職員給与費 902,817

        賞与等引当金繰入額 72,933

        退職手当引当金繰入額 18,854

        その他 56,749

      物件費等 1,449,320

        物件費 909,421

        維持補修費 129,487

        減価償却費 410,197

        その他 215

      その他の業務費用 194,708

        支払利息 62,988

        徴収不能引当金繰入額 40,076

        その他 91,644

    移転費用 3,127,442

      補助金等 1,616,655

      社会保障給付 1,376,208

      その他 134,579

  経常収益 393,339

    使用料及び手数料 290,259

    その他 103,081

純経常行政コスト 5,429,484

  臨時損失 31

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 31

  臨時利益 102

    資産売却益 102

    その他 -

純行政コスト 5,429,413



【様式第3号】

自治体名：安堵町

会計：連結会計 （単位：千円）

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 8,152,985 15,036,425 -6,883,441 -

  純行政コスト（△） -5,429,413 -5,429,413 -

  財源 5,306,054 5,306,054 -

    税収等 3,642,030 3,642,030 -

    国県等補助金 1,664,024 1,664,024 -

  本年度差額 -123,359 -123,359 -

  固定資産等の変動（内部変動） -210,722 210,722

    有形固定資産等の増加 256,869 -256,869

    有形固定資産等の減少 -421,368 421,368

    貸付金・基金等の増加 100,454 -100,454

    貸付金・基金等の減少 -146,676 146,676

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2 -2

  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 -3,925 -89,195 85,270 -

  その他 15 15 -

  本年度純資産変動額 -127,271 -299,904 172,633 -

本年度末純資産残高 8,025,714 14,736,522 -6,710,808 -

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



【様式第4号】

自治体名：安堵町

会計：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,362,223

    業務費用支出 2,234,781

      人件費支出 1,035,662

      物件費等支出 1,043,058

      支払利息支出 62,638

      その他の支出 93,423

    移転費用支出 3,127,442

      補助金等支出 1,616,655

      社会保障給付支出 1,376,208

      その他の支出 134,579

  業務収入 5,659,264

    税収等収入 3,636,696

    国県等補助金収入 1,634,572

    使用料及び手数料収入 289,220

    その他の収入 98,776

  臨時支出 31

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 31

  臨時収入 -14,491

業務活動収支 282,519

【投資活動収支】

  投資活動支出 304,855

    公共施設等整備費支出 245,320

    基金積立金支出 57,955

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 1,580

  投資活動収入 99,280

    国県等補助金収入 36,767

    基金取崩収入 62,411

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 102

    その他の収入 -

投資活動収支 -205,575

【財務活動収支】

  財務活動支出 467,160

    地方債等償還支出 465,675

    その他の支出 1,485

  財務活動収入 321,596

    地方債等発行収入 273,404

    その他の収入 48,193

前年度末歳計外現金残高 629

本年度歳計外現金増減額 2,734

本年度末歳計外現金残高 3,362

本年度末現金預金残高 183,703

財務活動収支 -145,564

本年度資金収支額 -68,620

前年度末資金残高 249,488

比例連結割合変更に伴う差額 -527

本年度末資金残高 180,341



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

　　　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

　　　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）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

　①子会社・関連会社株式・・・・・・・・・取得原価

　　ただし、実質価額の低下割合が３０％以上である場合、強制評価減を行っています。

　②その他有価証券

　　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（又は償却原価法）

　　ただし、時価又は実質価額の低下割合が３０％以上である場合、強制評価減を行っています。

　③出資金・・・・・・・・・・・・・・・・出資金額

　　ただし、実質価額の低下割合が３０％以上である場合、強制評価減を行っています。

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

（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、主な耐用年数は次のとおりです。

　　　　建物　　　　　　８年から５０年

　　　　工作物　　　　１０年から７５年

　　　　物品　　　　　　３年から１５年

　②無形固定資産・・・・・・・・・・・・・定額法

　　　　ソフトウェア　　５年

（５）引当金の計上基準及び算定方法

　①投資損失引当金

　②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年間の平均不能欠損率により徴収不能見込額を計上しています。

　③賞与等引当金

　④退職手当引当金

（６）リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

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

通常の売買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。

２　重要な会計方針の変更等

（１）会計方針の変更

特にありません。

３　重要な後発事象

特にありません。

４　偶発債務

　特にありません。

５　追加情報

財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

①連結会計財務書類の対象範囲は、次のとおりです。

一般会計（一般会計等）

国民健康保険特別会計（全体会計）

住宅新築資金等貸付特別会計（一般会計等）

下水道事業特別会計（全体会計）

介護保険特別会計（保険事業勘定）（全体会計）

注　記

　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。

　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。

　奈良県市町村総合事務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、奈良県市町村総合事務組合における積立
金額の運用益のうち安堵町へ案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。

ア　所有権移転ファイナンス・リース取引（原則、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・リース取引を除く。）



後期高齢者医療特別会計（全体会計）

水道事業特別会計（全体会計）

安堵町土地開発公社（連結会計）

安堵町社会福祉協議会（連結会計）

王寺周辺広域休日応急診療施設組合（連結会計）

老人福祉施設三室園組合（連結会計）

奈良県市町村総合事務組合（連結会計）

奈良県広域消防事務組合（連結会計）

山辺・県北西部広域環境衛生組合（連結会計）

奈良県後期高齢者医療広域連合（連結会計）

奈良県広域水質検査センター（連結会計）

③千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売却可能資産は、計上していません。

②地方自治法第２３５条の５に基づく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。


