
【様式第1号】

（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 13,757,064   固定負債 4,968,106

    有形固定資産 10,441,131     地方債 3,514,929

      事業用資産 8,885,690     長期未払金 -

        土地 1,649,584     退職手当引当金 1,453,177

        立木竹 479,822     損失補償等引当金 -

        建物 17,440,631     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 10,745,016   流動負債 505,689

        工作物 63,367     １年内償還予定地方債 441,212

        工作物減価償却累計額 △ 2,696     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 64,477

        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 5,473,794

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 14,397,064

      インフラ資産 1,402,385   余剰分（不足分） △ 5,260,122

        土地 11,523

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 9,512,628

        工作物減価償却累計額 △ 8,121,765

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,187,060

      物品減価償却累計額 △ 1,034,003

    無形固定資産 16,817

      ソフトウェア 16,817

      その他 -

    投資その他の資産 3,299,116

      投資及び出資金 875,284

        有価証券 12,149

        出資金 863,135

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,661

      長期貸付金 6,236

      基金 2,410,865

        減債基金 370,001

        その他 2,040,865

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 2,931

  流動資産 853,672

    現金預金 192,133

    未収金 21,539

    短期貸付金 -

    基金 640,000

      財政調整基金 640,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 9,136,942

資産合計 14,610,737 負債及び純資産合計 14,610,737

一般会計等・貸借対照表
（平成30年3月31日現在）

平成29年度決算財務書類・歌志内市



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 3,378,255

    その他 45,775

  臨時利益 270

    資産売却益 270

    資産除売却損 -

    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 3,317,907

  臨時損失 60,618

    災害復旧事業費 14,842

  経常収益 394,631

    使用料及び手数料 220,166

    その他 174,465

      社会保障給付 615,881

      他会計への繰出金 495,433

      その他 14,242

        その他 15,365

    移転費用 1,504,380

      補助金等 378,824

      その他の業務費用 57,020

        支払利息 42,905

        徴収不能引当金繰入額 △ 1,250

        維持補修費 115,409

        減価償却費 527,424

        その他 320

        その他 115,704

      物件費等 1,199,027

        物件費 555,874

        職員給与費 817,257

        賞与等引当金繰入額 64,477

        退職手当引当金繰入額 △ 45,326

  経常費用 3,712,538

    業務費用 2,208,158

      人件費 952,112

一般会計等・行政コスト計算書
自　平成29年4月　1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

平成29年度決算財務書類・歌志内市



【様式第3号】

（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 9,095,326 14,579,485 △ 5,484,159

  純行政コスト（△） △ 3,378,255 △ 3,378,255

  財源 3,419,871 3,419,871

    税収等 2,849,549 2,849,549

    国県等補助金 570,322 570,322

  本年度差額 41,616 41,616

  固定資産等の変動（内部変動） △ 182,421 182,421

    有形固定資産等の増加 352,181 △ 352,181

    有形固定資産等の減少 △ 527,424 527,424

    貸付金・基金等の増加 1,807,791 △ 1,807,791

    貸付金・基金等の減少 △ 1,814,969 1,814,969

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 41,616 △ 182,421 224,037

本年度末純資産残高 9,136,942 14,397,064 △ 5,260,122

一般会計等・純資産変動計算書
自　平成29年4月　1日
至　平成30年3月31日

平成29年度決算財務書類・歌志内市



【様式第4号】

（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 192,133

    その他の収入 -

財務活動収支 △ 124,701

本年度資金収支額 66,012

前年度末資金残高 126,121

本年度末資金残高 192,133

  財務活動支出 456,310

    地方債償還支出 456,310

    その他の支出 -

  財務活動収入 331,609

    地方債発行収入 331,609

    貸付金元金回収収入 30,509

    資産売却収入 270

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 388,288

【財務活動収支】

    貸付金支出 30,240

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,771,685

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,740,906

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,159,972

    公共施設等整備費支出 352,181

    基金積立金支出 1,764,329

    投資及び出資金支出 13,222

  臨時支出 14,842

    災害復旧事業費支出 14,842

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 579,001

  業務収入 3,824,164

    税収等収入 2,851,776

    国県等補助金収入 570,322

    使用料及び手数料収入 223,002

    その他の収入 179,063

    移転費用支出 1,504,380

      補助金等支出 378,824

      社会保障給付支出 615,881

      他会計への繰出支出 495,433

      その他の支出 14,242

    業務費用支出 1,725,941

      人件費支出 996,069

      物件費等支出 671,603

      支払利息支出 42,905

      その他の支出 15,365

一般会計等・資金収支計算書
自　平成29年4月　1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,230,321

平成29年度決算財務書類・歌志内市


