
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 29,800,694 ※ 固定負債 9,353,741

有形固定資産 28,696,451 地方債等 8,015,981
事業用資産 9,396,853 ※ 長期未払金 4,665

土地 1,286,585 退職手当引当金 974,523
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0
立木竹 44,709 その他 358,572
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 974,148 ※

建物 14,787,258 1年内償還予定地方債等 819,140
建物減価償却累計額 △ 7,868,331 未払金 18,757
建物減損損失累計額 0 未払費用 22,111
工作物 2,072,332 前受金 333
工作物減価償却累計額 △ 1,215,608 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 72,533
船舶 0 預り金 41,273
船舶減価償却累計額 0 その他 0
船舶減損損失累計額 0 10,327,889
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 30,884,680
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 9,601,961
航空機 0 他団体出資等分 7,394
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 289,909

インフラ資産 19,097,764 ※

土地 2,475,438
土地減損損失累計額 0
建物 1,620,220
建物減価償却累計額 △ 770,504
建物減損損失累計額 0
工作物 37,970,444
工作物減価償却累計額 △ 22,382,411
工作物減損損失累計額 0
その他 220,795
その他減価償却累計額 △ 114,613
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 78,394

物品 1,637,060
物品減価償却累計額 △ 1,435,226
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 92,984
ソフトウェア 90,628
その他 2,356

投資その他の資産 1,011,260 ※

投資及び出資金 111,430
有価証券 3,135
出資金 108,273
その他 22

長期延滞債権 43,803
長期貸付金 13,759
基金 844,849

減債基金 26,037
その他 818,812

その他 2,410
徴収不能引当金 △ 4,990

流動資産 1,817,308
現金預金 673,097
未収金 36,644
短期貸付金 1,649
基金 1,082,337

財政調整基金 1,082,337
減債基金 0

棚卸資産 20,689
その他 5,791
徴収不能引当金 △ 2,899

繰延資産 0 21,290,113

31,618,002 31,618,002

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。
※ 連結財務書類については、構成団体の喜多方地方広域市町村圏組合の財務書類がまだ完成しないため（Ｈ３０．３．５現在）、該当
　分を除いて作成しています。

連結貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 8,607,384 ※

業務費用 4,403,381 ※

人件費 1,228,608 ※

職員給与費 967,369
賞与等引当金繰入額 72,541
退職手当引当金繰入額 77,982
その他 110,715

物件費等 2,892,009
物件費 1,472,070
維持補修費 69,886
減価償却費 1,218,749
その他 131,304

その他の業務費用 282,764
支払利息 89,952
徴収不能引当金繰入額 4,616
その他 188,196

移転費用 4,204,003
補助金等 3,693,270
社会保障給付 242,744
他会計への繰出金 264,689
その他 3,300

経常収益 823,459 ※

使用料及び手数料 259,351
その他 564,107

純経常行政コスト △ 7,783,926 ※

臨時損失 72,305
災害復旧事業費 49,087
資産除売却損 23,205
損失補償等引当金繰入額 0
その他 13

臨時利益 10,396
資産売却益 10,396
その他 0

純行政コスト △ 7,845,835

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 21,211,880 30,605,681 △ 9,400,878 7,077

純行政コスト（△） △ 7,845,835 △ 7,846,152 317

財源 7,871,403 7,871,403 0

税収等 4,813,435 4,813,435 0

国県等補助金 3,057,968 3,057,968 0

本年度差額 25,568 25,251 317

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 16

無償所管換等 △ 62

他団体出資等分の増加 0 0

他団体出資等分の減少 0 0

比例連結割合変更に伴う差額 0 0

その他 52,711

本年度純資産変動額 78,233 278,999 △ 201,083 317

本年度末純資産残高 21,290,113 30,884,680 △ 9,601,961 7,394

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入 ※

税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

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
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

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 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


