
【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 141,274,057   固定負債 36,855,982

    有形固定資産 138,075,848     地方債等 32,313,904

      事業用資産 43,119,031     長期未払金 186,337

        土地 23,846,296     退職手当引当金 1,922,181

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 52,931,404     その他 2,433,560

        建物減価償却累計額 -34,465,251   流動負債 3,420,049

        工作物 1,429,620     １年内償還予定地方債等 2,453,220

        工作物減価償却累計額 -629,237     未払金 560,475

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 7,099

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 377,372

        航空機 -     預り金 21,780

        航空機減価償却累計額 -     その他 104

        その他 1,043,319 負債合計 40,276,032

        その他減価償却累計額 -1,043,319 【純資産の部】

        建設仮勘定 6,199   固定資産等形成分 145,893,190

      インフラ資産 93,446,135   余剰分（不足分） -35,570,442

        土地 6,952,108   他団体出資等分 -

        建物 5,165,850

        建物減価償却累計額 -2,518,348

        工作物 177,387,681

        工作物減価償却累計額 -97,114,159

        その他 1,247,551

        その他減価償却累計額 -651,483

        建設仮勘定 2,976,935

      物品 6,353,793

      物品減価償却累計額 -4,843,110

    無形固定資産 21,486

      ソフトウェア 13,754

      その他 7,733

    投資その他の資産 3,176,722

      投資及び出資金 60,392

        有価証券 28,632

        出資金 31,760

        その他 -

      長期延滞債権 726,204

      長期貸付金 29,020

      基金 2,422,773

        減債基金 -

        その他 2,422,773

      その他 75,354

      徴収不能引当金 -137,021

  流動資産 9,324,722

    現金預金 3,125,384

    未収金 1,446,731

    短期貸付金 -

    基金 4,619,133

      財政調整基金 4,322,141

      減債基金 296,992

    棚卸資産 173,603

    その他 2,142

    徴収不能引当金 -42,271

  繰延資産 - 純資産合計 110,322,748

資産合計 150,598,779 負債及び純資産合計 150,598,779

貸借対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計：連結会計



【様式第2号】

自治体名：羽島市 （単位：千円）

    資産売却益 156

    その他 263,148

純行政コスト 38,395,128

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 46,934

  臨時利益 263,304

  臨時損失 104,886

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 57,952

    使用料及び手数料 6,228,324

    その他 971,713

純経常行政コスト 38,553,546

      社会保障給付 10,364,076

      その他 182,184

  経常収益 7,200,037

        その他 1,636,821

    移転費用 25,503,063

      補助金等 14,956,802

      その他の業務費用 2,210,425

        支払利息 517,051

        徴収不能引当金繰入額 56,553

        維持補修費 791,499

        減価償却費 4,865,844

        その他 1,084,215

        その他 665,466

      物件費等 12,446,344

        物件費 5,704,787

        職員給与費 6,503,967

        賞与等引当金繰入額 194,015

        退職手当引当金繰入額 -1,769,697

  経常費用 45,753,583

    業務費用 20,250,520

      人件費 5,593,751

科目名 金額

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：連結会計



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 109,327,115 146,638,026 -37,310,911 -

  純行政コスト（△） -38,395,128 -38,395,128 -

  財源 38,864,919 38,864,919 -

    税収等 24,381,798 24,381,798 -

    国県等補助金 14,483,121 14,483,121 -

  本年度差額 469,791 469,791 -

  固定資産等の変動（内部変動） -838,004 838,004

    有形固定資産等の増加 4,474,711 -4,474,711

    有形固定資産等の減少 -4,897,639 4,897,639

    貸付金・基金等の増加 446,765 -446,765

    貸付金・基金等の減少 -861,840 861,840

  資産評価差額 268,845 268,845

  無償所管換等 2,302,720 2,302,720

  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 -1,521,675 -1,545,353 23,677 -

  その他 -524,048 -933,044 408,996

  本年度純資産変動額 995,632 -744,836 1,740,468 -

本年度末純資産残高 110,322,748 145,893,190 -35,570,442 -

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：連結会計



【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 3,125,384

財務活動収支 61,116

本年度資金収支額 570,313

前年度末資金残高 2,621,830

比例連結割合変更に伴う差額 -71,974

本年度末資金残高 3,120,169

    地方債等償還支出 3,213,185

    その他の支出 184,371

  財務活動収入 3,458,671

    地方債等発行収入 3,458,671

    その他の収入 -

    資産売却収入 156

    その他の収入 92,474

投資活動収支 -2,626,341

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,397,555

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,015,561

    国県等補助金収入 70,640

    基金取崩収入 824,552

    貸付金元金回収収入 27,740

  投資活動支出 3,641,902

    公共施設等整備費支出 3,194,600

    基金積立金支出 416,164

    投資及び出資金支出 68

    貸付金支出 31,070

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 46,836

  臨時収入 263,148

業務活動収支 3,135,538

【投資活動収支】

    税収等収入 23,721,715

    国県等補助金収入 14,412,481

    使用料及び手数料収入 6,161,497

    その他の収入 872,185

  臨時支出 46,836

    移転費用支出 25,501,908

      補助金等支出 14,956,802

      社会保障給付支出 10,364,076

      その他の支出 181,029

  業務収入 45,167,878

    業務費用支出 16,746,744

      人件費支出 7,185,832

      物件費等支出 7,539,427

      支払利息支出 517,097

      その他の支出 1,504,388

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 42,248,652

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：連結会計　


	平成28年度財務書類4表 (連結会計)
	貸借対照表(BS)
	行政コスト計算書(PL)
	純資産変動計算書(NW)
	資金収支計算書(CF)


