
貸借対照表は、会計年度末時点にどのよう
な資産を保有しているか、その資産がどのよ
うな財源でまかなわれているかを示したもの
です。

（単位：円）
一般会計等 全体会計 一般会計等 全体会計

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 28,544,358,072 36,380,186,444 固定負債 10,539,933,541     17,019,567,510     

有形固定資産 25,106,343,493 32,895,240,632 地方債 9,396,834,767       12,933,270,095     
○事業用資産 事業用資産 7,950,665,287 7,950,665,287 長期未払金 -                       -                       ○退職手当引当金
　庁舎、学校、公民館、土地などの資産 土地 1,922,229,895 1,922,229,895 退職手当引当金 1,143,098,774       1,143,098,774       　年度末に全ての職員が自己都合により退

立木竹 134,280,398 134,280,398 損失補償等引当金 -                       -                       したと仮定した場合に要する退職金の見込額
○インフラ資産 建物 17,574,720,373 17,574,720,373 その他 -                       2,943,198,641       
　道路、橋梁、公園などの資産 建物減価償却累計額 △ 11,862,573,367 △ 11,862,573,367 流動負債 1,145,276,790       1,727,275,420       ○賞与引当金

工作物 245,369,537 245,369,537 1年内償還予定地方債 1,054,748,478       1,284,821,495       　翌年度に支払う見込の賞与のうち、年度末
○減価償却累計額 工作物減価償却累計額 △ 63,361,549 △ 63,361,549 未払金 -                       346,955,942         までの期間に対応する金額
　有形固定資産の使用年数に応じた価値の インフラ資産 17,129,448,137 24,918,345,276 未払費用 -                       -                       
減少分 土地 92,701,123 92,701,123 前受金 -                       -                       ○預り金

建物 -                       232,068,769         前受収益 -                       -                       　歳計外現金残高
○建設仮勘定 建物減価償却累計額 -                       -                       賞与等引当金 80,786,873           85,756,544           
建設中の固定資産に係る支出額 工作物 39,352,227,961 45,366,788,615 預り金 9,741,439            9,741,439            

工作物減価償却累計額 △ 22,332,745,547 △ 22,332,745,547 その他 -                       -                       
○投資及び出資金 その他 -                       1,542,267,716       11,685,210,331 18,746,842,930
　公営企業会計や関連団体などへの出資金 その他減価償却累計額 -                       -                       【純資産の部】

建設仮勘定 17,264,600 17,264,600 固定資産等形成分 30,748,050,203 38,637,707,869
○長期延滞債権 物品 600,886,343 600,886,343 ○固定資産等形成分
　町民税等の収入未済額のうち1年を超える 物品減価償却累計額 △ 574,656,274 △ 574,656,274 余剰分（不足分） △ 11,152,207,677 △ 17,498,789,597 　資産形成のために充当した資源の蓄積
滞納分 無形固定資産 59,950,605 59,950,605 　（＝固定資産＋流動資産の基金）

ソフトウェア 59,950,605 59,950,605
○長期貸付金 その他 -                       -                       ○余剰分（不足分）
　福祉資金貸付金及び住宅新築資金等貸付
金

投資その他の資産 3,378,063,974 3,424,995,207 　地方公共団体が費消可能な資源の蓄積。

投資及び出資金 118,298,500 118,298,500
　基本的にマイナスとなり、この場合、基準日
時

○現金預金 有価証券 37,330,000 37,330,000 点における将来の金銭必要額を示しています。
　資金収支計算書の本年度末残高に本年度 出資金 80,968,500 80,968,500 　（＝基金を除く流動資産－負債合計）
末歳計外現金残高を足したもの その他 -                       -                       

長期延滞債権 26,596,948 35,394,182
○未収金 長期貸付金 80,701,854 80,701,854
　町民税等の収入未済額のうち1年以内に発
生

基金 3,153,962,012 3,192,184,748

したもの 減債基金 99,653,758 99,653,758
その他 3,054,308,254 3,092,530,990

その他 -                       -                       
徴収不能引当金 △ 1,495,340 △ 1,584,077

流動資産 2,575,121,039 3,505,574,758
現金預金 339,654,643 1,051,338,288
未収金 31,774,265 160,724,311
短期貸付金 -                       -                       
基金 2,203,692,131 2,272,553,167

財政調整基金 2,203,692,131 2,272,553,167
減債基金 -                       -                       

棚卸資産 -                       -                       
その他 -                       20,958,992           
徴収不能引当金 -                       -                       19,434,268,780 21,138,918,272

31,119,479,111 39,885,761,202 31,119,479,111 39,885,761,202
純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 科目

負債合計

貸借対照表

資産の部 負債の部

純資産の部



（単位：円） 　行政コスト計算書は、会計期間中の資産形成に結び
一般会計等 全体会計 つかない行政サービス、かかった費用等をその性質で

経常費用 5,695,431,390 8,495,626,420 区分して表したものです。
業務費用 3,192,916,226 3,790,257,318

人件費 989,886,881 1,075,891,784
職員給与費 852,598,222 933,471,456
賞与等引当金繰入額 80,786,873 85,756,544
退職手当引当金繰入額 - -
その他 56,501,786 56,663,784 ○その他（人件費）

物件費等 2,096,776,028 2,525,033,578 　報酬など職員以外に支払われるもの
物件費 979,876,991 1,405,840,218
維持補修費 18,383,314 20,677,637 ○その他（物件費）
減価償却費 1,093,848,535 1,093,848,535 　自動車損害保険料等の保険料
その他 4,667,188 4,667,188

その他の業務費用 106,253,317 189,331,956 ○その他（業務費用）
支払利息 93,645,381 176,710,000 　火災保険料、過誤納金還付金等の費用
徴収不能引当金繰入額 - -
その他 12,607,936 12,621,956 ○その他（移転費用）

移転費用 2,502,515,164 4,705,369,102 　自動車重量税、立木等補償費等の費用
補助金等 1,193,753,630 4,313,855,568
社会保障給付 384,160,276 384,160,276
他会計への繰出金 917,248,000 0
その他 7,353,258 7,353,258

経常収益 143,535,204 320,960,082
使用料及び手数料 52,604,876 198,482,646 ○その他（経常収益）
その他 90,930,328 122,477,436 　雑入、延滞金等の収益

純経常行政コスト △ 5,551,896,186 △ 8,174,666,338
臨時損失 1,981 1,981

災害復旧事業費 1,981 1,981
資産除売却損 - -
投資損失引当金繰入額 - - ○災害復旧事業費
損失補償等引当金繰入額 - - 　災害復旧費のうち固定資産計上分を除いたもの
その他 - -

臨時利益 - -
資産売却益 - -
その他 - -

純行政コスト △ 5,551,898,167 △ 8,174,668,319

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

行政コスト計算書

経常費用

経常収益

臨時損失



（単位：円）

一般会計等 全体会計 一般会計等 全体会計 一般会計等 全体会計
前年度末純資産残高 19,374,081,160 19,518,537,362 30,475,069,847 30,541,261,597 △ 11,100,988,687 △ 11,022,724,235

純行政コスト（△） △ 5,551,898,167 △ 8,174,668,319 △ 5,551,898,167 △ 8,174,668,319
財源 5,612,085,787 8,651,047,031 5,612,085,787 8,651,047,031

税収等 4,943,082,989 6,943,414,083 4,943,082,989 6,943,414,083
国県等補助金 669,002,798 1,707,632,948 669,002,798 1,707,632,948

本年度差額 60,187,620 476,378,712 60,187,620 476,378,712
固定資産等の変動（内部変動） 265,846,720 238,992,784 △ 265,846,720 △ 238,992,784

有形固定資産等の増加 1,635,380,242 1,635,380,242 △ 1,635,380,242 △ 1,635,380,242
有形固定資産等の減少 △ 1,456,150,379 △ 1,457,452,993 1,456,150,379 1,457,452,993
貸付金・基金等の増加 382,310,145 404,242,349 △ 382,310,145 △ 404,242,349
貸付金・基金等の減少 △ 295,693,288 △ 343,176,814 295,693,288 343,176,814

資産評価差額 - - - -
無償所管換等 - - - -
その他 - - - - - -
本年度純資産変動額 60,187,620 476,378,712 265,846,720 238,992,784 △ 205,659,100 237,385,928

本年度末純資産残高 19,434,268,780 21,138,918,272 30,740,916,567 38,644,841,505 △ 11,306,647,787 △ 17,505,923,233

○純行政コスト
　税収など、受益者負担以外の財源で負担するコスト
　行政コスト計算書の純行政コストと連動

○無償所管換等
すものです。 　無償譲渡又は取得した固定資産、その他年度中に判明した固定資産の

  価額

　純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に
計上されている各項目がどうのように変動したかを表

合計

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 余剰分

純資産変動計算書



　資金収支計算書は、資金（現金預金）の収支につい
て、その性質に応じ3つの主要な活動に分類し、各活

（単位：円） 動の収支状況を明らかにするものです。

【業務活動収支】
業務支出 4,731,146,462 7,530,792,870

業務費用支出 2,228,675,198 2,825,423,768
人件費支出 1,115,118,608 1,200,574,889 　税収等の収入で、人件費、物件費等の活動のため
物件費等支出 1,012,861,900 1,441,119,450 の支出をまかなえているかどうか表すものです。
支払利息支出 93,645,381 176,710,000 　通常プラスになることが望ましく、マイナスの場合、
その他の支出 7,049,309 7,019,429 財政的に良好ではないことがわかります。

移転費用支出 2,502,471,264 4,705,369,102 　業務活動収支のプラスの範囲内で投資活動収支を
補助金等支出 1,193,753,630 4,313,855,568 まかない、さらに財務活動収支もまかなうのが一般的
社会保障給付支出 384,160,276 384,160,276 である。
他会計への繰出支出 917,248,000 0 　業務活動収支の区分は、行政コスト計算書に計上さ
その他の支出 7,309,358 7,353,258 れる取引に対応しますが、行政コスト計算書は現金を

業務収入 5,610,052,209 8,729,406,859 伴わない収入支出も含めて計上されているため、必ず
税収等収入 4,918,878,581 6,918,998,308 しも一致するわけではありません。
国県等補助金収入 530,999,798 1,472,799,948
使用料及び手数料収入 50,500,495 195,998,225
その他の収入 109,673,335 141,610,378

臨時支出 1,981 1,981
災害復旧事業費支出 1,981 1,981
その他の支出 - -

臨時収入 - -
業務活動収支 878,903,766 1,198,612,008
【投資活動収支】

投資活動支出 1,647,250,381 1,677,760,981
公共施設等整備費支出 1,267,759,318 1,267,759,318
基金積立金支出 379,491,063 410,001,663 　固定資産の取得及び売却、基金の積立及び取崩等
投資及び出資金支出 - - の資産形成に関する現金収支を表します。
貸付金支出 - - 　固定資産の取得が行われればマイナスになること
その他の支出 - - が多くなります。

投資活動収入 433,170,655 478,435,655
国県等補助金収入 138,003,000 138,003,000
基金取崩収入 290,779,576 336,044,576
貸付金元金回収収入 3,085,465 3,085,465
資産売却収入 1,302,614 1,302,614
その他の収入 - -

投資活動収支 △ 1,214,079,726 △ 1,199,325,326
【財務活動収支】

財務活動支出 1,016,942,213 1,230,074,663
地方債償還支出 1,016,942,213 1,230,074,663
その他の支出 - - 　地方債の発行及び償還など、外部からの資金調達

財務活動収入 1,273,300,000 1,786,400,000 及び返済に関する現金収支を表します。
地方債発行収入 1,273,300,000 1,786,400,000
その他の収入 - -

財務活動収支 256,357,787 556,325,337
△ 78,818,173 555,612,019

408,731,377 485,984,830
- -

329,913,204 1,041,596,849

前年度末歳計外現金残高 2,780,631 2,780,631
本年度歳計外現金増減額 6,960,808 6,960,808
本年度末歳計外現金残高 9,741,439 9,741,439
本年度末現金預金残高 339,654,643 1,051,338,288

比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

一般会計等 全体会計

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

本年度資金収支額
前年度末資金残高

資金収支計算書

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支


