
計 計

純資産 投資等

　道路､公園､学校､庁舎など

612億5千万円 

　町民１人当たりにすると、経常費用 59万円、純行政コスト 52万円です。

その他

612億5千万円 

73億円 

期末純資産残高 平成28年度末純資産額

　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。

432億1千万円 

114億8千万円 

138億6千万円 

10億1千万円 

業務活動収支

当期収支

経常行政コストから経常収益を差し引いた純粋な行政コストです。

78億円 

10億8千万円 

平成28年度末資金額

経常収益（B)

純行政コスト　（A)　-　(B)
10億1千万円 

19億1千万円 

△16億1千万円 

△4億1千万円 

期首資金残高 平成27年度末資金額

期末資金残高

投資活動収支

資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）

　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。経常的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。

　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｡

　基金､出資金､長期延滞債権など

 流動資産

　うち歳計現金

財務活動収支

685億5千万円 685億5千万円 

11億2千万円 

△1億1千万円 

 公共資産

純行政コスト

79億円 

△78億円 

△7千万円 

財源の調達（町税、地方交付税、国・県補助金）

△1億7千万円 

「平成28年度　全体財務書類」

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。

当期変動高

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｡

純資産変動計算書

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。
平成28年度の純資産は、財源調達の減少などにより 7千万円減少しています。

【内訳】

資産 負債685億5千万円 

・町民一人当たりにすると、資産 458万円、負債 49万円、純資産 409万円です。

　町の財政状況をよりよく理解していただくため、一般会計に特別会計を含めた平成28年度決算に

かかわる全体財務書類を作成しましたので、その概要をお知らせします。この財務書類は、国の

「新地方公会計制度」に基づき、「統一的な基準」により作成しています。

・町が持つ資産のうち負債を差し引いた正味の財産を示す純資産比率（純資産÷総資産）は、89.35％（前年
度90.11%）でした。
・道路や公園など社会資本形成に対する現在までの世代の負担を示す社会資本形成の世代間比率（純資産
÷公共資産）は、141.76％（前年度142.03%）でした。

　「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。

※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）

613億2千万円 平成27年度末純資産額期首純資産残高

（平成29年3月31日現在）

全体会計の範囲

14億7千万円 

36億1千万円 

2億5千万円 

88億8千万円 

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。

その他のコスト

　地方債の利子など

移転支出的なコスト

　児童手当、医療費助成や生活保護などの社会保障給付、各
種団体への補助金など

35億5千万円 

物にかかるコスト

　職員の給与・退職手当など

人にかかるコスト

行政コスト計算書

経常費用（A）

　物品購入、光熱水費、施設などの修繕費、減価償却費など

＋
国民健康保険特別会計事業勘定

国民健康保険特別会計診療施設勘定

介護保険特別会計

後期高齢者特別会計

公共下水道事業特別会計

水道事業会計

一般会計

一般会計等



【様式第1号】

会計：全体会計 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 54,690,257   固定負債 6,728,973

    有形固定資産 43,191,206     地方債等 5,184,508

      事業用資産 16,444,152     長期未払金 -

        土地 6,167,601     退職手当引当金 631,879

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 18,619,944     その他 912,586

        建物減価償却累計額 -8,884,571   流動負債 572,443

        工作物 1,079,080     １年内償還予定地方債等 479,059

        工作物減価償却累計額 -541,994     未払金 7,403

        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 67,822

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,159

        その他 - 負債合計 7,301,416

        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 67,451,756

      インフラ資産 26,612,122   余剰分（不足分） -6,205,117

        土地 790,981   他団体出資等分 -

        建物 9,914,201

        建物減価償却累計額 -4,652,648

        工作物 42,776,775

        工作物減価償却累計額 -22,360,449

        その他 255,986

        その他減価償却累計額 -120,258

        建設仮勘定 7,534

      物品 1,054,203

      物品減価償却累計額 -919,271

    無形固定資産 14,452

      ソフトウェア 14,290

      その他 162

    投資その他の資産 11,484,598

      投資及び出資金 29,338

        有価証券 -

        出資金 29,338

        その他 -

      長期延滞債権 116,515

      長期貸付金 -

      基金 11,351,415

        減債基金 -

        その他 11,351,415

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,669

  流動資産 13,857,797

    現金預金 1,005,563

    未収金 90,017

    短期貸付金 -

    基金 12,761,499

      財政調整基金 9,534,602

      減債基金 3,226,897

    棚卸資産 1,188

    その他 -

    徴収不能引当金 -469

  繰延資産 - 純資産合計 61,246,638

資産合計 68,548,054 負債及び純資産合計 68,548,054

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 年度：平成28年度

（単位：千円）

    資産売却益 884

    その他 -

純行政コスト 7,802,924

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 50

  臨時利益 884

  臨時損失 828

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 778

    使用料及び手数料 436,404

    その他 636,324

純経常行政コスト 7,802,980

      社会保障給付 687,317

      その他 36,658

  経常収益 1,072,728

        その他 101,460

    移転費用 3,546,737

      補助金等 2,822,762

      その他の業務費用 255,650

        支払利息 147,993

        徴収不能引当金繰入額 6,197

        維持補修費 229,331

        減価償却費 1,690,400

        その他 468,980

        その他 626,675

      物件費等 3,607,237

        物件費 1,218,526

        職員給与費 676,423

        賞与等引当金繰入額 67,822

        退職手当引当金繰入額 95,166

  経常費用 8,875,708

    業務費用 5,328,971

      人件費 1,466,085

連結行政コスト計算書
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：全体会計 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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 61,320,834 67,583,448 -6,262,614 -

  純行政コスト（△） -7,802,924 -7,802,924 -

  財源 7,899,237 7,899,237 -

    税収等 6,382,789 6,382,789 -

    国県等補助金 1,516,449 1,516,449 -

  本年度差額 96,313 96,313 -

  固定資産等の変動（内部変動） -44,088 44,088

    有形固定資産等の増加 580,346 -580,346

    有形固定資産等の減少 -1,691,614 1,691,614

    貸付金・基金等の増加 1,215,370 -1,215,370

    貸付金・基金等の減少 -148,190 148,190

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 11,355 11,355

  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 - - - -

  その他 -181,865 -98,960 -82,905

  本年度純資産変動額 -74,196 -131,692 57,496 -

本年度末純資産残高 61,246,638 67,451,756 -6,205,117 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 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 1,005,563

財務活動収支 -405,067

本年度資金収支額 -109,423

前年度末資金残高 1,114,985

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,005,563

    地方債等償還支出 510,134

    その他の支出 14,133

  財務活動収入 119,200

    地方債等発行収入 119,200

    その他の収入 -

    資産売却収入 884

    その他の収入 4,608

投資活動収支 -1,609,696

【財務活動収支】

  財務活動支出 524,267

    その他の支出 -

  投資活動収入 151,848

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 142,356

    貸付金元金回収収入 4,000

  投資活動支出 1,761,544

    公共施設等整備費支出 580,346

    基金積立金支出 1,177,198

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 50

  臨時収入 -

業務活動収支 1,905,340

【投資活動収支】

    税収等収入 6,431,321

    国県等補助金収入 1,516,449

    使用料及び手数料収入 439,041

    その他の収入 595,592

  臨時支出 50

    移転費用支出 3,546,737

      補助金等支出 2,822,762

      社会保障給付支出 687,317

      その他の支出 36,658

  業務収入 8,982,403

    業務費用支出 3,530,276

      人件費支出 1,367,624

      物件費等支出 1,914,294

      支払利息支出 147,993

      その他の支出 100,365

連結資金収支計算書
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 7,077,012


