
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 89,062 固定負債 31,774

有形固定資産 84,322 地方債等 26,062
事業用資産 34,441 長期未払金 0

土地 14,806 退職手当引当金 3,573
立木竹 1,381 損失補償等引当金 0
建物 40,818 その他 2,139
建物減価償却累計額 △ 24,248 流動負債 3,539
工作物 2,939 1年内償還予定地方債等 2,947
工作物減価償却累計額 △ 2,445 未払金 93
船舶 0 未払費用 7
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 243
航空機 0 預り金 216
航空機減価償却累計額 0 その他 33
その他 2,831 35,313
その他減価償却累計額 △ 1,759 【純資産の部】
建設仮勘定 117 固定資産等形成分 91,232

インフラ資産 47,915 余剰分（不足分） △ 29,430
土地 6,319 他団体出資等分 225
建物 937
建物減価償却累計額 △ 258
工作物 154,805
工作物減価償却累計額 △ 115,268
その他 464
その他減価償却累計額 △ 457
建設仮勘定 1,372

物品 7,610
物品減価償却累計額 △ 5,644

無形固定資産 151
ソフトウェア 148
その他 3

投資その他の資産 4,589
投資及び出資金 294

有価証券 0
出資金 276
その他 17

長期延滞債権 278
長期貸付金 112
基金 4,000

減債基金 0
その他 4,000

その他 16
徴収不能引当金 △ 110

流動資産 8,279
現金預金 5,792
未収金 343
短期貸付金 0
基金 2,170

財政調整基金 1,723
減債基金 447

棚卸資産 25
その他 4
徴収不能引当金 △ 56

繰延資産 #VALUE! 62,027
97,341 97,341

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 60,579 91,036 △ 30,696 238

純行政コスト（△） △ 31,466 △ 31,466 0

財源 32,889 32,889 0

税収等 20,376 20,376 0

国県等補助金 12,513 12,513 -

本年度差額 1,423 1,423 0

固定資産等の変動（内部変動） 170 △ 170

有形固定資産等の増加 372 △ 372

有形固定資産等の減少 △ 143 143

貸付金・基金等の増加 0 0

貸付金・基金等の減少 △ 60 60

資産評価差額 13 13

無償所管換等 13 13

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 △ 13 △ 13

その他 13 - 13

本年度純資産変動額 1,449 196 1,266 △ 13

本年度末純資産残高 62,027 91,232 △ 29,430 225

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

合計

連結純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 19,847

業務費用支出 9,333
人件費支出 3,009
物件費等支出 5,916
支払利息支出 301
その他の支出 107

移転費用支出 10,514
補助金等支出 7,212
社会保障給付支出 2,575
他会計への繰出支出 627
その他の支出 100

業務収入 23,945
税収等収入 15,199
国県等補助金収入 7,292
使用料及び手数料収入 759
その他の収入 695

臨時支出 1,163
災害復旧事業費支出 1,162
その他の支出 1

臨時収入 777
業務活動収支 3,712
【投資活動収支】

投資活動支出 4,825
公共施設等整備費支出 2,772
基金積立金支出 1,778
投資及び出資金支出 38
貸付金支出 238
その他の支出 -

投資活動収入 4,175
国県等補助金収入 1,333
基金取崩収入 2,492
貸付金元金回収収入 245
資産売却収入 105
その他の収入 -

投資活動収支 △ 650
【財務活動収支】

財務活動支出 2,907
地方債等償還支出 2,907
その他の支出 -

財務活動収入 2,039
地方債等発行収入 2,039
その他の収入 0

財務活動収支 △ 867
2,194
3,390
5,584

前年度末歳計外現金残高 170
本年度歳計外現金増減額 38
本年度末歳計外現金残高 207
本年度末現金預金残高 5,792

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



連結財務書類に関する注記 

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 

  なお、水道事業会計においては原則、取得原価としています。 

(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 

貯蔵品……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（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  15年～50年 

工作物 10年～60年 

物品  ４年～10年 

ただし、一部の連結対象団体（会計）については異なります。 



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。） 

･･･････････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 徴収不能引当金 

未収金、長期延滞債権などの金銭債権については、過去５年間の平均不納欠

損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、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、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

運用益のうち久慈市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) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、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 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 

一般会計 一般会計 全部連結 － 

土地取得事業特別会

計 

特別会計 全部連結 － 

国民健康保険特別会

計事業勘定 

地方公営事業会計 全部連結 － 

国民健康保険特別会

計直営診療施設勘定 

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 － 

魚市場事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結 － 

水道事業会計 公営企業会計 全部連結 － 

岩手県後期高齢者医

療広域連合 

広域連合 比例連結 2.48％ 

岩手県市町村総合事

務組合 

一部事務組合 比例連結 組合提示の額

により連結 

久慈広域連合 広域連合 比例連結 55.2％ 

(一社)久慈広域食肉 第三セクター等 全部連結 － 



処理場 

(一社)久慈市畜産開

発公社 

第三セクター等 全部連結 － 

(株)久慈物産市場 第三セクター等 全部連結 － 

平庭観光開発(株) 第三セクター等 全部連結 － 

(有)総合農舎山形村 第三セクター等 全部連結 － 

(社福)久慈市社会福

祉事業団 

第三セクター等 全部連結 － 

地方公営企業会計は全部連結の対象としています。 

ただし、地方公営企業法の服務規定等が適用されていない地方公営企業会計の

うち、当該規定等の適用に向けた作業に着手しているもの(平成29年度までに着

手かつ集中取組期間内に当該規定等を適用するものに限ります。)については、

連結対象団体(会計)の対象外としています。したがって、一般会計等における他

会計への繰出し金等が内部相殺されない場合があります。 

漁業集落排水事業特別会計  企業債残高 1,653百万円 

他会計繰入金  132百万円 

公共下水道事業特別会計   企業債残高 6,726百万円 

他会計繰入金  496百万円 

 (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等を終了した後の計数をもって会計年度末

の係数としています。 

(３) 百万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。 

 


