
行政サービスを行うなかで、毎年度継続的に生じる収入と支出

資産の形成に関係する収入と支出

資金の調達や運用に関係する収入と支出

平成28年度　一般会計等財務書類

財務書類４表のポイント 一般会計等に含まれる会計

7億8千万円

町の純資産（正味の資産）が、１年間にどのような増減があったのかを表します。

行政コスト計算書

１千万円

（平成29年3月31日現在）

　「貸借対照表」とは、町民の方々が利用する町の施設（財産）、町の所有する現金や債権、資産形成のため
に投資された資金などがどのくらいあるのかを示したもので、資産・負債・純資産の三つの要素から構成され
ています。また、左右の合計額が等しいこと、現時点の資産と負債などの残高（＝バランス）を示していること
からバランスシートとも呼ばれます。

一般会計

　町民一人当たりにすると、資産 378万円、負債 8万円、純資産 370万円です。

64億4千万円

　投資その他の資産 115億5千万円

　基金､出資金､長期延滞債権など

町が所有している財産の内容と金額です。
行政サービスの提供能力を表しています。

借入金（町債）など、将来世代の負担
で返済していく債務です｡

③物品 1億2千万円

555億円

50億6千万円
565億7千万円

純資産変動計算書
※町民一人当たりは、平成29年3月31日現在の住民基本台帳人口14,963人で算出

貸借対照表（バランスシート）

【貸借対照表】
　総資産565億7千万円、純資産553億円となり、純資産÷総資産で表される純資産比率は97.8％です。純資産比率は
「現在までの世代がどの程度負担をしてきたか」を表しています。
【資金収支計算書】
　平成28年度単年度の資金収支は、業務活動収支の12億円を超えて投資活動、財務活動を行ったため4千万円のマ
イナスとなりましたが、前年度からの繰越金等で補填しています。
【純資産変動計算書】
　純行政コスト60億5千万円に対し、一般財源及び補助金等受入の合計が58億5千万円となり、2億円のコスト超過と
なっています。
【行政コスト計算書】
　64億4千万円の費用（経常費用）に対し、3億9千万円の収益（経常収益）がありました。この費用と収益の差額（純行
政コスト）60億5千万円は、税収等で賄うこととなります。

12億7千万円

162億円

期首純資産残高 平成27年度末純資産残高

財源

税収等

国県等補助金

資産評価差額

無償所管換

資産 負債

　現金･預金､財政調整基金､町税未収金など

現世代が既に負担して､支払いが済
んでいる正味の資産です｡

　町の行政活動は、福祉や教育などでの人的サービスや給付サービスの提供など、資産形成につながらな
い行政サービスが大きな比重を占めています。そのためのコスト（原価・費用）がいくら掛かっているのかを整
理したものが「行政コスト計算書」です。
　町民１人当たりにすると、経常費用 43万円、純行政コスト 40万円です。

人件費

　うち現金預金

553億円

固定資産

②インフラ資産

①事業用資産

流動資産

前年度末資金残高

行政コストから収益を差し引いた純粋な行政コストです。

純資産
学校､庁舎、公園の底地や工作物など

　職員の給与・退職手当など

道路、橋りょう等

565億7千万円 565億7千万円

155億1千万円

131億9千万円

4億3千万円

経常収益

期末純資産残高 平成28年度末純資産残高

その他

資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）

3億9千万円 

純経常行政コスト　

行政サービスの利用で町民の方々が直接負担する
施設使用料や手数料などです。

計 計 経常費用

　業務活動収支額

　投資活動収支額

12億円

△12億円

△4千万円　財務活動収支額

本年度資金収支額

物件費等

その他の業務費用

27億9千万円

　１年間の町の現金の収入（歳入）と支出（歳出）が、どのような理由で増減しているのかを、性質別に区分し
て整理したものです。業務活動収支の黒字分を大きな資金が必要となる資産整備やそのための借入金の返
済に充てていることがわかります。財務書類４表のうち、唯一現金主義により作成しています。

4千万円

　物品購入、光熱水費、施設などの修繕費、減価償却費など

13億4千万円

本年度末資金残高 　4億3千万円

4億7千万円

△4千万円

0千万円

4億3千万円

純行政コスト △60億5千万円

臨時損失

臨時利益

0千万円

0千万円

純行政コスト 60億5千万円

本年度歳計外現金増減額

本年度末現金預金残高増減額

553億円

　地方債の利子など

移動費用

　児童手当や生活保護などの社会保障給付、各種団体への

　補助金、他会計への繰出金など

22億7千万円

60億5千万円



【様式第1号】

会計：一般会計 年度：平成28年度

（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 43,380,577   固定負債 1,184,852

    有形固定資産 31,836,821     地方債 461,107

      事業用資産 16,203,092     長期未払金 -

        土地 6,117,781     退職手当引当金 631,879

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 18,178,987     その他 91,867

        建物減価償却累計額 -8,634,855   流動負債 82,618

        工作物 1,079,080     １年内償還予定地方債 22,310

        工作物減価償却累計額 -541,994     未払金 -

        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 60,307

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,267,470

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,093   固定資産等形成分 56,105,701

      インフラ資産 15,511,609   余剰分（不足分） -803,422

        土地 717,870

        建物 9,663,184

        建物減価償却累計額 -4,612,540

        工作物 24,156,184

        工作物減価償却累計額 -14,413,089

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,029,514

      物品減価償却累計額 -907,394

    無形固定資産 0

      ソフトウェア 0

      その他 0

    投資その他の資産 11,543,756

      投資及び出資金 209,803

        有価証券 -

        出資金 209,803

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 81,068

      長期貸付金 -

      基金 11,262,218

        減債基金 -

        その他 11,262,218

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,333

  流動資産 13,189,172

    現金預金 428,381

    未収金 35,972

    短期貸付金 -

    基金 12,725,124

      財政調整基金 9,498,227

      減債基金 3,226,897

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -305 純資産合計 55,302,278

資産合計 56,569,749 負債及び純資産合計 56,569,749

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計 年度：平成28年度

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 6,048,662

    その他 -

  臨時利益 884

    資産売却益 884

    資産除売却損 778

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,048,768

  臨時損失 778

    災害復旧事業費 -

  経常収益 392,740

    使用料及び手数料 39,480

    その他 353,260

      社会保障給付 686,759

      他会計への繰出金 1,002,283

      その他 4,183

        その他 29,103

    移転費用 2,267,073

      補助金等 573,847

      その他の業務費用 39,115

        支払利息 3,979

        徴収不能引当金繰入額 6,033

        維持補修費 200,767

        減価償却費 1,282,741

        その他 267,578

        その他 571,144

      物件費等 2,794,824

        物件費 1,043,738

        職員給与費 613,879

        賞与等引当金繰入額 60,307

        退職手当引当金繰入額 95,166

  経常費用 6,441,508

    業務費用 4,174,435

      人件費 1,340,496

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 金額



【様式第3号】

会計：一般会計 年度：平成28年度

（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 55,504,526 56,040,831 -536,305

  純行政コスト（△） -6,048,662 -6,048,662

  財源 5,835,962 5,835,962

    税収等 5,061,494 5,061,494

    国県等補助金 774,468 774,468

  本年度差額 -212,700 -212,700

  固定資産等の変動（内部変動） -45,549 45,549

    有形固定資産等の増加 170,592 -170,592

    有形固定資産等の減少 -1,282,635 1,282,635

    貸付金・基金等の増加 1,190,429 -1,190,429

    貸付金・基金等の減少 -123,935 123,935

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 11,355 11,355

  その他 -903 99,064 -99,967

  本年度純資産変動額 -202,248 64,870 -267,118

本年度末純資産残高 55,302,278 56,105,701 -803,422

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】

会計：一般会計 年度：平成28年度

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 428,381

    その他の収入 -

財務活動収支 -36,041

本年度資金収支額 -40,523

前年度末資金残高 468,904

本年度末資金残高 428,381

  財務活動支出 36,041

    地方債償還支出 21,908

    その他の支出 14,133

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    貸付金元金回収収入 4,000

    資産売却収入 884

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,202,914

【財務活動収支】

    貸付金支出 4,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 123,935

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 119,051

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,326,849

    公共施設等整備費支出 170,592

    基金積立金支出 1,152,258

    投資及び出資金支出 -

  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 1,198,433

  業務収入 6,254,066

    税収等収入 5,086,626

    国県等補助金収入 774,468

    使用料及び手数料収入 39,480

    その他の収入 353,492

    移転費用支出 2,267,073

      補助金等支出 573,847

      社会保障給付支出 686,759

      他会計への繰出支出 1,002,283

      その他の支出 4,183

    業務費用支出 2,788,560

      人件費支出 1,243,395

      物件費等支出 1,512,083

      支払利息支出 3,979

      その他の支出 29,103

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,055,633


