
【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 16,012,159   固定負債 6,315,751

    有形固定資産 12,479,898     地方債等 4,733,285

      事業用資産 10,336,194     長期未払金 -

        土地 1,649,584     退職手当引当金 1,492,226

        立木竹 479,822     損失補償等引当金 -

        建物 20,660,265     その他 90,240

        建物減価償却累計額 △ 12,518,481   流動負債 794,566

        工作物 150,042     １年内償還予定地方債等 686,338

        工作物減価償却累計額 △ 85,038     未払金 23,126

        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 66,495

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,607

        その他 - 負債合計 7,110,317

        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 16,652,159

      インフラ資産 1,909,497   余剰分（不足分） △ 6,385,439

        土地 11,530   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,549,976

        工作物減価償却累計額 △ 8,652,010

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,354,291

      物品減価償却累計額 △ 1,120,084

    無形固定資産 18,970

      ソフトウェア 18,705

      その他 264

    投資その他の資産 3,513,291

      投資及び出資金 875,284

        有価証券 12,149

        出資金 863,135

        その他 -

      長期延滞債権 28,416

      長期貸付金 6,236

      基金 2,607,778

        減債基金 370,001

        その他 2,237,778

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 4,423

  流動資産 1,364,878

    現金預金 652,078

    未収金 69,755

    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 3,045

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 10,266,720

資産合計 17,377,037 負債及び純資産合計 17,377,037

全体・連結貸借対照表
（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）

    資産売却益 270

    その他 -

純行政コスト 3,840,132

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 262,615

  臨時利益 270

  臨時損失 277,457

    災害復旧事業費 14,842

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 679,029

    その他 278,650

純経常行政コスト 3,562,944

      社会保障給付 615,881

      その他 27,093

  経常収益 957,679

        その他 29,791

    移転費用 1,583,893

      補助金等 618,322

      その他の業務費用 108,927

        支払利息 80,232

        徴収不能引当金繰入額 △ 1,095

        維持補修費 130,219

        減価償却費 654,386

        その他 376

        その他 291,287

      物件費等 1,515,830

        物件費 730,848

        職員給与費 999,647

        賞与等引当金繰入額 66,495

        退職手当引当金繰入額 △ 45,456

  経常費用 4,520,624

    業務費用 2,936,731

      人件費 1,311,974

全体・連結行政コスト計算書
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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 10,257,301 16,886,954 △ 6,629,653 -

  純行政コスト（△） △ 3,840,132 △ 3,840,132 -

  財源 3,835,192 3,835,192 -

    税収等 3,249,944 3,249,944 -

    国県等補助金 585,248 585,248 -

  本年度差額 △ 4,940 △ 4,940 -

  固定資産等の変動（内部変動） △ 249,153 249,153

    有形固定資産等の増加 383,160 △ 383,160

    有形固定資産等の減少 △ 654,671 654,671

    貸付金・基金等の増加 1,841,008 △ 1,841,008

    貸付金・基金等の減少 △ 1,818,650 1,818,650

  資産評価差額 14,358 14,358

  無償所管換等 - -

  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 - - -

  本年度純資産変動額 9,419 △ 234,795 244,214 -

本年度末純資産残高 10,266,720 16,652,159 △ 6,385,439 -

全体・連結純資産変動計算書
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 652,078

財務活動収支 △ 326,611

本年度資金収支額 101,303

前年度末資金残高 550,776

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 652,078

    地方債等償還支出 681,252

    その他の支出 768

  財務活動収入 355,409

    地方債等発行収入 355,409

    その他の収入 -

    資産売却収入 270

    その他の収入 14,358

投資活動収支 △ 451,821

【財務活動収支】

  財務活動支出 682,020

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,786,043

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,740,906

    貸付金元金回収収入 30,509

  投資活動支出 2,237,864

    公共施設等整備費支出 383,160

    基金積立金支出 1,811,242

    投資及び出資金支出 13,222

    貸付金支出 30,240

    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 879,734

【投資活動収支】

    税収等収入 3,253,188

    国県等補助金収入 585,248

    使用料及び手数料収入 680,325

    その他の収入 283,249

  臨時支出 14,842

    移転費用支出 1,583,893

      補助金等支出 618,322

      社会保障給付支出 615,881

      その他の支出 27,093

  業務収入 4,802,011

    業務費用支出 2,323,541

      人件費支出 1,354,806

      物件費等支出 859,248

      支払利息支出 80,232

      その他の支出 29,256

全体・連結資金収支計算書
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 3,907,434

平成29年度決算財務書類・歌志内市


