
財務諸表
公表
財務諸表を
公表します　

令和元年度

●問合せ　総務課　内線213

貸借対照表（バランス
シート）とは年度末現在、
本町にどれだけの財産があ
るか、その内訳はどのよ
うなものかを表します。

連結貸借対照表（バランスシート）令和2年３月31日現在
表の左側はプラスの価値である資産、右側はマイナスの価値である
負債と正味の財産である純資産を記載しています。

資産　　 　　　　　　　　313億8千万円
　町が保有している財産です。すなわち、令和２
年度以降の行政サービスに投入できる金額です。

　固定資産　   　　　　　　　　　287億7千万円
　 町役場、図書館、学校、道路、橋りょう、公園、水道施
設、特定目的基金など

　流動資産　     　　　　　　　　   26億1千万円
　　現金預金　　   　　　　　　　  16億8千万円
　　財政調整基金　   　　　　　　　 6億9千万円
　　その他　　　　　   　　　　　　 2億4千万円

負債　　　  　　　　　　106億3千万円
　資産を形成するために拠出した金額のうち、町
債など将来世代の負担として残っている金額です。

町債　　　　　　　　　　63億円
退職給付引当金　　　　　23億5千万円
その他（債務等） 　　　 19億8千万円

純資産　　  　　　　　　207億5千万円
　資産形成するために拠出した金額のうち、これ
までの世代が負担した金額であり、将来返済する
必要がないものです。

　総務省より新たに示された統一的基準に基づ
き、連結ベースで財務書類４表を作成しました。
■連結の範囲
　本町の一般会計、特別会計、水道事業会計に
加え、知多南部衛生組合、知多南部消防組合、
知多南部広域環境組合、愛知県後期高齢者医療
広域連合を本町の経費負担割合に基づき比例連
結しています。（表示単位未満の数値を四捨五
入しているため、積み上げ合計と一致しないと
ころがあります）

連結資金収支計算書
平成31年４月１日～
　　　　　 令和2年３月31日
性質を３区分で表示し、資金の利用状況や
資産獲得状況を表します。

・業務活動収支
　行政サービスの実施にかかる資金収支
・投資活動収支
　固定資産の購入や売却にかかる資金収支
・財務活動収支
　借入や借入返済などにかかる資金収支

Ａ 業務活動収支 4億5千万円

Ｂ 投資活動収支 ▲ 6億8千万円

Ｃ 財務活動収支 2億6千万円

Ｄ 本年度資金収支額 3千万円

Ｅ 前年度末資金残高 14億7千万円

Ｆ 本年度資金残高 15億円

G 本年度末歳計外現金残高 1億8千万円

Ｈ 本年度末現金預金残高 16億8千万円

　連結貸借対照表に計上され
ている、資金の増減の内訳を
表す計算書です。歳入歳出決
算書に類似するもので、町の
活動が資金の動きで把握でき
ます。

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝Ｄ
Ｅ＋Ｄ＝Ｆ
Ｆ＋Ｇ＝Ｈとなります。
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　連結貸借対照表（バランスシート）に計
上されている「純資産」が、１年間でどの
ように増減したかを表します。増加分はみな
さんの税金や国・県からの補助金、減少分は
行政サービスの実施などがあげられます。

　１年間の行政サービスが、どのような形で
どれだけ行われたかを表します。経常費用か
ら経常収益を差し引いた「純行政コスト」が
１年間で町民に提供した正味の行政サービス
の額です。

連結純資産変動計算書
平成31年４月１日～令和2年３月31日

純資産の増減は将来サービスに対する蓄えの
増減を表しています。

連結行政コスト計算書

令和元年度にどれだけのサービスを提供し
たか表しています。

平成30年度末残高　211億1千万円

令和元年度末残高　 207億5千万円

将来世代のための蓄えがこの１年間で3億6千
万円減少しました。

純行政コスト　　　127億8千万円

令和元年度１年間で、町民が町から受けたサ
ービスの金額。

経常費用 　　　　　  136億1千万円
人件費（ヒトにかかるコスト）　20億2千万円
物件費（モノにかかるコスト）　33億2千万円
その他の業務費用（借入金の利子等）

1億4千万円
移転費用（補助金、社会保障給付等）

81億3千万円

純経常行政コスト　   127億4千万円
臨時損失                                  5千万円
臨時利益                                  1千万円

経常収益　　　　　  　  8億7千万円
業務収益(手数料等の受益者負担)  5億5千万円
業務関連収益(その他収益）　　  3億2千万円

純資産の増加（１）
純資産を増加させた原因を表しています。
税収等　　　　　　　　　　70億8千万円
国・県等補助金　　　　　　53億4千万円

純資産の減少（２）
純資産を減少させた原因を表しています。
純行政コスト　　　　　　127億8千万円

当期変動額　 　　(１)－(２) ▲ 3億6千万円

〈町民１人あたりの主なコスト〉
・人件費           　　9万3千円
・物件費等      　　15万3千円
・補助金等             5万9千円
・社会保障給付　　31万4千円

ふるさと納税の
返礼品を
募集します

●問合せ　総務課　内線213

　ふるさと納税の返礼品を取扱う事業者を随時募集しています。
ぜひ本町のＰＲにつながる返礼品をご提案ください。

・全国へのＰＲ　
　ホームページに貴社のお名前、お礼の品（返礼品）を掲載します。
・インターネット販路拡大　
　ふるさと納税大手サイトに掲載します。
・新規のお客様獲得
　返礼品を気に入っていただければ、新たなお客様の開拓につながります。

町民１人あたりの行政コストは、587,208円
です。（純行政コストを、令和2年３月31日現
在の人口21,764人で割った金額）

平成31年４月１日～令和2年３月31日
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予算執行状況
令和2年度

　本町では、年に２回（６月と12月）、財政
状況を公表しています。みなさまに納めていた
だいた税金等が、どのように使われているのか
を知っていただくためのものです。
　今回は、令和３年３月31日現在の令和２年
度予算執行状況のものですので、実際の決算額
とは異なります。（表示単位未満の数値を四捨
五入しているため、積み上げ合計と一致しない
ところがあります）

一般会計 　　　　　…予算額　　　　　　…収入済額、支出済額
単位：万円（万円未満四捨五入）

用語説明

町民税、固定資産税等みなさ
まに納めていただいた税金 町税

町の財政状況に応じて国から
交付されるお金 地方交付税

国からの負担金や補助金等 国庫支出金

県からの負担金や補助金等 県支出金

国や銀行等からの借入金 町債

地方消費税のうち町に交付さ
れるお金 地方消費税交付金

地方譲与税や環境性能割交付
金等 その他交付金等

施設の使用料や住民票等の発
行手数料 使用料及び手数料

福祉事業等に対する負担金 分担金及び負担金

財産収入、寄附金、繰入金、
繰越金、諸収入 その他収入

用語説明

高齢者・障害者の福祉や保育
所費等 民生費

一般事務や財産管理費等 総務費

道路・河川・公園整備費等 土木費

学校教育やスポーツ振興費等 教育費

ごみ処理、保健衛生費等 衛生費

農業・水産振興、農地整備費
等 農林水産業費

消防・災害対策費等 消防費

町が借り入れた資金の返済費 公債費

観光や商工業の振興費 商工費

町議会の運営費等 議会費

労働費、災害復旧費、諸支出
金、予備費 その他

36億1,508万円
30億9,848万円

歳　入
予算額
　119億　822万円
収入済額
　101億9,492万円

歳　出
予算額
　119億　822万円
支出済額
　  91億4,582万円

13億4,813万円
10億2,199万円

2億4,357万円
2億1,826万円

5億6,000万円
5億1,088万円

5億9,519万円
4億2,212万円

14億4,135万円
14億4,571万円

30億1,131万円
29億6,996万円

10億1,300万円
4億2,960万円

26億9,191万円
24億7,191万円

13億    26万円
  4億9,836万円

11億1,913万円
  7億  349万円
11億2,375万円
  8億6,482万円

5億1,604万円
5億    90万円
4億8,370万円
4億8,035万円

3億1,880万円
2億5,993万円
1億7,837万円
1億6,755万円
1億  154万円
1億  119万円
3,077万円
2,009万円

6,823万円
6,640万円
1,237万円
1,153万円

●問合せ　総務課　内線213

（収入率85.6％）

（執行率76.8％）

40億4,397万円40億4,397万円
30億7,725万円

　予算額には令和元年度からの繰越事業に係る繰越額を含みます。
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特別会計

水道事業会計

町債の状況

町有財産の状況

保険料や使用料等、特定の収入で実施する事業の運営に必要な経費を取り扱います。

地方公営企業法に基づき指定された事業で、独立採算制の経営方式をとっています。
令和２年度（令和３年３月31日時点）

区　　分 予 算 額 収入済額 支出済額
国民健康保険 23億1,831万円 20億4,759万円 20億6,208万円

後期高齢者医療 3億3,804万円 3億2,732万円 3億1,135万円

介護保険 19億2,789万円 18億1,953万円 16億1,537万円

土地取得 1億9,606万円 1億9,582万円 1億9,572万円

農業集落家庭排水処理施設 3,176万円 2,398万円 2,381万円

区　　分 予 算 額 執 行 額

収益的収支
収入 5億 632万円 5億1,931万円
支出 4億9,323万円 4億5,623万円

資本的収支
収入 1億2,968万円 1億2,920万円
支出 2億6,384万円 2億5,495万円

現在高　63億3,739万円

目的別内訳 借入先別内訳

臨時財政対策債
71.5%

教育債
11.0%

土木債
11.9%

農林水産業債
2.1%

消防債1.3%

民生債0.8%
減税補てん債0.7%
災害復旧債0.5%
総務債0.2%

財務省
83.0%

銀行等
4.6%

旧日本郵政
公社3.2%

市町村
振興協会
0.4％

地方公共団体
金融機構 8.8%

土地
634,626㎡

建物
89,504㎡

基金
18億9,327万円
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