
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：千円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 45,624,994   固定負債 15,503,854

    有形固定資産 42,700,979     地方債等 11,963,586

      事業用資産 13,019,804     長期未払金 116,746

        土地 4,344,823     退職手当引当金 1,671,956

        立木竹 103,003     損失補償等引当金 -

        建物 21,408,378     その他 1,751,566

        建物減価償却累計額 -14,096,236   流動負債 2,202,397

        工作物 2,453,665     １年内償還予定地方債等 1,805,151

        工作物減価償却累計額 -1,489,768     未払金 197,796

        船舶 146     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -87     前受金 5

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 179,117

        航空機 -     預り金 19,842

        航空機減価償却累計額 -     その他 485

        その他 162,535 負債合計 17,706,251

        その他減価償却累計額 -90,048 【純資産の部】

        建設仮勘定 223,394   固定資産等形成分 47,359,827

      インフラ資産 29,153,488   余剰分（不足分） -16,081,065

        土地 4,867,518   他団体出資等分 -

        建物 6,436,702

        建物減価償却累計額 -3,538,077

        工作物 51,097,829

        工作物減価償却累計額 -30,288,136

        その他 706,206

        その他減価償却累計額 -501,955

        建設仮勘定 373,403

      物品 1,367,343

      物品減価償却累計額 -839,655

    無形固定資産 56,983

      ソフトウェア 54,048

      その他 2,935

    投資その他の資産 2,867,031

      投資及び出資金 357,633

        有価証券 -

        出資金 344,380

        その他 13,253

      長期延滞債権 152,492

      長期貸付金 -228,718

      基金 2,603,877

        減債基金 -

        その他 2,603,877

      その他 1,713

      徴収不能引当金 -19,967

  流動資産 3,360,019

    現金預金 1,215,701

    未収金 390,638

    短期貸付金 -

    基金 1,734,833

      財政調整基金 1,121,665

      減債基金 613,168

    棚卸資産 25,031

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,184

  繰延資産 - 純資産合計 31,278,762

資産合計 48,985,013 負債及び純資産合計 48,985,013

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：千円）

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

  経常費用 13,617,750

    業務費用 7,617,295

      人件費 3,011,847

        職員給与費 2,348,443

        賞与等引当金繰入額 157,830

        退職手当引当金繰入額 34,593

        その他 470,981

      物件費等 4,263,622

        物件費 2,315,009

        維持補修費 142,744

        減価償却費 1,799,108

        その他 6,761

      その他の業務費用 341,827

        支払利息 200,991

        徴収不能引当金繰入額 22,173

        その他 118,663

    移転費用 6,000,455

      補助金等 4,253,198

      社会保障給付 2,713,684

      その他 230,355

  経常収益 3,879,954

    使用料及び手数料 2,514,494

    その他 1,365,460

純経常行政コスト 9,737,795

  臨時損失 5,237

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 5,237

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 750

    資産売却益 643

    その他 107

純行政コスト 9,742,282



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：千円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分) 他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分

前年度末純資産残高 29,277,256 43,077,275 -13,800,019 -

  純行政コスト（△） -9,742,282 -9,742,282 -

  財源 9,534,223 9,534,223 -

    税収等 7,327,352 7,327,352 -

    国県等補助金 2,206,871 2,206,871 -

  本年度差額 -208,059 -208,059 -

  固定資産等の変動（内部変動） -781,780 781,780

    有形固定資産等の増加 1,057,648 -1,057,648

    有形固定資産等の減少 -1,897,423 1,897,423

    貸付金・基金等の増加 964,584 -964,584

    貸付金・基金等の減少 -906,589 906,589

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,777 1,777

  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 3,302 411,346 -408,044 -

  その他 -331 10,328 -10,659

  本年度純資産変動額 -203,311 -358,328 155,018 -

本年度末純資産残高 29,073,946 42,718,947 -13,645,001 -

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書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



【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：千円）

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書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

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出 12,835,966

    業務費用支出 5,827,722

      人件費支出 3,000,061

      物件費等支出 2,498,647

      支払利息支出 200,991

      その他の支出 128,024

    移転費用支出 7,008,244

      補助金等支出 5,260,988

      社会保障給付支出 2,713,684

      その他の支出 230,355

  業務収入 14,346,395

    税収等収入 7,200,436

    国県等補助金収入 3,261,635

    使用料及び手数料収入 2,519,147

    その他の収入 1,365,177

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 107

業務活動収支 1,510,536

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,488,472

    公共施設等整備費支出 952,009

    基金積立金支出 127,659

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 408,804

    その他の支出 -

  投資活動収入 510,302

    国県等補助金収入 9,263

    基金取崩収入 85,461

    貸付金元金回収収入 412,671

    資産売却収入 2,776

    その他の収入 130

投資活動収支 -978,170

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,589,241

    地方債等償還支出 1,571,861

    その他の支出 17,380

  財務活動収入 1,400,708

    地方債等発行収入 1,314,691

    その他の収入 86,018

前年度末歳計外現金残高 14,965

本年度歳計外現金増減額 256,550

本年度末歳計外現金残高 271,515

本年度末現金預金残高 1,215,701

財務活動収支 -188,533

本年度資金収支額 343,833

前年度末資金残高 600,352

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 944,185
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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

・開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原則として再調達原価としています。

ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なもの及び無償で移管を受けたものは備忘価額1円としております。物品は原

則として取得額50万以上（美術品は300万円以上）の場合に計上しています。また開始後は、原則として取得原価とし再評価は行わ

ないこととしています。

(2)有価証券等の評価基準及び評価方法

・出資金のうち、市場価格があるもの会計年度末における市場価格をもって貸借対照表価額としております。 

・出資金のうち、市場価格がないもの出資金額をもって貸借対照表価額としております。

　ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資金の価値が著しく低下した場合には、相当の減額を行

うこととしております。

　なお、出資金の価値の低下割合が30%以上である場合には、「著しく低下したとき」に該当するものとしております。

(3)有形固定資産等の減価償却の方法

・有形固定資産（事業用資産、インフラ資産） 

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりです。

　　建物　7年～50年　　　工作物　5年～60年　　物品　5年～20年

・無形固定資産

　定額法を採用しております。

(4)引当金の計上基準及び算定方法

・徴収不能引当金

　過去5年間の平均不納欠損率により計上しております。

・賞与引当金

　翌年度6月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上しています。

・退職給付引当金

　地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従っています。

・損失補償引当金地方公共団体財政健全化法における損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額算定方法に従っています。 

 

(5)リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っています（少額リース資産及び短期のリース取

引には簡便的な取扱いをし、通常の賃貸借に係る方法に準じて会計処理を行っています）。

・オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引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

・現金及び現金同等物としています。

(7)その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

・消費税等の会計処理

　　税込方式によっています。

・会計間の相殺消去

　　会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。。

２．重要な後発事象

　　該当する事象はありません。

３．追加情報

(1)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

・対象範囲（連結対象団体）

　峡南医療センター企業団会計　　　　　　区分・・・一部事務組合　　　比例連結（比例連結割合５０％）

　山梨県市町村総合事務組合会計　　　　　区分・・・一部事務組合　　　比例連結

　山梨県後期高齢者医療広域連合会計　　　区分・・・一部事務組合　　　比例連結（比例連結割合２．０８％）

　峡南広域行政組合会計　　　　　　　　　区分・・・一部事務組合　　　比例連結（比例連結割合２５．２５％）

　三郡衛生組合会計　　　　　　　　　　　区分・・・一部事務組合　　　比例連結

　※日々仕訳により財務書類を作成の団体は、平成28年度決算では連結対象としていません。

・地方自治法第235条の5の規定により、出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整理期間(平成29年4月1日～5月31

日）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。

・表示単位未満の金額は四捨五入することとしているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

・売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

　売却可能資産の範囲は、翌年度予算において、財産収入として措置されている公共資産としています。

注　記注　記注　記注　記
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