
【様式第1号】

自治体名：羽島市 （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 112,717,535   固定負債 20,992,606

    有形固定資産 100,448,523     地方債 16,419,126

      事業用資産 39,413,874     長期未払金 -

        土地 23,428,392     退職手当引当金 589,275

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 45,358,165     その他 3,984,205

        建物減価償却累計額 -30,066,509   流動負債 1,591,423

        工作物 1,168,023     １年内償還予定地方債 1,410,079

        工作物減価償却累計額 -480,396     未払金 57

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 176,072

        航空機 -     預り金 5,215

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 22,584,028

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 6,199   固定資産等形成分 117,020,089

      インフラ資産 60,141,928   余剰分（不足分） -21,522,550

        土地 4,205,244

        建物 92,798

        建物減価償却累計額 -40,995

        工作物 135,970,084

        工作物減価償却累計額 -82,577,354

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,492,151

      物品 2,344,734

      物品減価償却累計額 -1,452,014

    無形固定資産 13,754

      ソフトウェア 13,754

      その他 0

    投資その他の資産 12,255,259

      投資及び出資金 9,744,813

        有価証券 28,612

        出資金 9,716,201

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 408,361

      長期貸付金 -

      基金 2,137,219

        減債基金 -

        その他 2,137,219

      その他 -

      徴収不能引当金 -35,135

  流動資産 5,364,032

    現金預金 913,001

    未収金 162,455

    短期貸付金 -

    基金 4,302,554

      財政調整基金 4,005,562

      減債基金 296,992

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,977 純資産合計 95,497,539

資産合計 118,081,568 負債及び純資産合計 118,081,568

貸借対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計：一般会計等



【様式第2号】

自治体名：羽島市 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 19,547,111

    その他 98

  臨時利益 156

    資産売却益 156

    資産除売却損 57,952

    投資損失引当金繰入額 100,844

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 19,388,373

  臨時損失 158,894

    災害復旧事業費 -

  経常収益 473,954

    使用料及び手数料 175,190

    その他 298,764

      社会保障給付 3,628,730

      他会計への繰出金 2,473,566

      その他 143,361

        その他 218,753

    移転費用 8,943,460

      補助金等 2,697,803

      その他の業務費用 379,235

        支払利息 160,482

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 675,105

        減価償却費 3,536,620

        その他 -

        その他 538,536

      物件費等 9,006,635

        物件費 4,794,909

        職員給与費 2,594,688

        賞与等引当金繰入額 176,072

        退職手当引当金繰入額 -1,776,299

  経常費用 19,862,327

    業務費用 10,918,866

      人件費 1,532,997

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　　　　　　　　会計：一般会計等

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：羽島市 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 93,799,857 115,635,566 -21,835,710

  純行政コスト（△） -19,547,111 -19,547,111

  財源 19,234,925 19,234,925

    税収等 11,669,605 11,669,605

    国県等補助金 7,565,321 7,565,321

  本年度差額 -312,186 -312,186

  固定資産等の変動（内部変動） -617,597 617,597

    有形固定資産等の増加 3,362,245 -3,362,245

    有形固定資産等の減少 -3,536,776 3,536,776

    貸付金・基金等の増加 408,026 -408,026

    貸付金・基金等の減少 -851,092 851,092

  資産評価差額 268,845 268,845

  無償所管換等 2,302,720 2,302,720

  その他 -561,696 -569,444 7,748

  本年度純資産変動額 1,697,683 1,384,523 313,159

本年度末純資産残高 95,497,539 117,020,089 -21,522,550

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計：一般会計等



【様式第4号】

自治体名：羽島市 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 5,209

本年度歳計外現金増減額 6

本年度末歳計外現金残高 5,215

本年度末現金預金残高 913,001

    その他の収入 -

財務活動収支 1,011,409

本年度資金収支額 259,074

前年度末資金残高 648,712

本年度末資金残高 907,786

  財務活動支出 1,555,362

    地方債償還支出 1,555,362

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,566,771

    地方債発行収入 2,566,771

    貸付金元金回収収入 26,540

    資産売却収入 156

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,793,693

【財務活動収支】

    貸付金支出 26,540

    その他の支出 -

  投資活動収入 851,248

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 824,552

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,644,941

    公共施設等整備費支出 2,129,821

    基金積立金支出 381,486

    投資及び出資金支出 107,094

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,041,358

  業務収入 19,101,748

    税収等収入 11,064,683

    国県等補助金収入 7,565,321

    使用料及び手数料収入 174,483

    その他の収入 297,261

    移転費用支出 8,943,445

      補助金等支出 2,697,803

      社会保障給付支出 3,628,730

      他会計への繰出支出 2,473,566

      その他の支出 143,345

    業務費用支出 9,116,945

      人件費支出 3,304,579

      物件費等支出 5,470,014

      支払利息支出 160,482

      その他の支出 181,870

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　　　　   　　会計：一般会計等

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 18,060,389
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