
【様式第1号】

東北町：一般会計等 （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 21,879,321   固定負債 13,014,512

    有形固定資産 19,290,497     地方債 11,484,302

      事業用資産 11,086,280     長期未払金 -

        土地 2,955,435     退職手当引当金 1,530,210

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,171,583     その他 -

        建物減価償却累計額 -18,058,988   流動負債 1,407,787

        工作物 58,386     １年内償還予定地方債 1,259,889

        工作物減価償却累計額 -40,137     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 94,248

        航空機 -     預り金 53,650

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,422,299

        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 23,952,971

      インフラ資産 7,946,503   余剰分（不足分） -14,135,618

        土地 395,290

        建物 4,721,695

        建物減価償却累計額 -2,822,134

        工作物 18,772,498

        工作物減価償却累計額 -13,120,846

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,953,488

      物品減価償却累計額 -1,695,773

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,588,824

      投資及び出資金 327,313

        有価証券 44,350

        出資金 65,131

        その他 217,831

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 143,679

      長期貸付金 -

      基金 2,130,089

        減債基金 -

        その他 2,130,089

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,256

  流動資産 2,360,330

    現金預金 255,128

    未収金 34,495

    短期貸付金 -

    基金 2,073,650

      財政調整基金 1,647,768

      減債基金 425,881

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,942 純資産合計 9,817,352

資産合計 24,239,651 負債及び純資産合計 24,239,651

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

東北町：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 10,414,507

    その他 -

  臨時利益 3,371

    資産売却益 3,371

    資産除売却損 52,002

    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 10,365,876

  臨時損失 52,002

    災害復旧事業費 -

  経常収益 325,850

    使用料及び手数料 114,784

    その他 211,066

      社会保障給付 862,590

      他会計への繰出金 1,122,053

      その他 34,489

        その他 34,803

    移転費用 5,014,605

      補助金等 2,995,473

      その他の業務費用 139,476

        支払利息 104,851

        徴収不能引当金繰入額 -178

        維持補修費 1,238,429

        減価償却費 1,079,143

        その他 -

        その他 195,931

      物件費等 4,353,758

        物件費 2,036,186

        職員給与費 1,093,095

        賞与等引当金繰入額 -1,215

        退職手当引当金繰入額 -103,924

  経常費用 10,691,726

    業務費用 5,677,121

      人件費 1,183,888

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】

東北町：一般会計等 （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 9,856,523 24,428,464 -14,571,941

  純行政コスト（△） -10,414,507 -10,414,507

  財源 10,374,819 10,374,819

    税収等 7,175,998 7,175,998

    国県等補助金 3,198,820 3,198,820

  本年度差額 -39,688 -39,688

  固定資産等の変動（内部変動） -476,011 476,011

    有形固定資産等の増加 715,510 -715,510

    有形固定資産等の減少 -1,155,526 1,155,526

    貸付金・基金等の増加 1,209,311 -1,209,311

    貸付金・基金等の減少 -1,245,306 1,245,306

  資産評価差額 518 518

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -39,170 -475,493 436,323

本年度末純資産残高 9,817,352 23,952,971 -14,135,618

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】

東北町：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 54,246

本年度歳計外現金増減額 -597

本年度末歳計外現金残高 53,650

本年度末現金預金残高 255,128

    その他の収入 -

財務活動収支 -211,724

本年度資金収支額 119,876

前年度末資金残高 81,603

本年度末資金残高 201,478

  財務活動支出 1,369,424

    地方債償還支出 1,369,424

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,157,700

    地方債発行収入 1,157,700

    貸付金元金回収収入 250

    資産売却収入 29,523

    その他の収入 -

投資活動収支 -674,075

【財務活動収支】

    貸付金支出 250

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,094,563

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,064,791

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,768,638

    公共施設等整備費支出 715,510

    基金積立金支出 1,052,878

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 1,771

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,771

  臨時収入 -

業務活動収支 1,005,675

  業務収入 10,725,346

    税収等収入 7,200,617

    国県等補助金収入 3,198,820

    使用料及び手数料収入 114,843

    その他の収入 211,066

    移転費用支出 5,014,982

      補助金等支出 2,995,473

      社会保障給付支出 862,590

      他会計への繰出支出 1,122,053

      その他の支出 34,866

    業務費用支出 4,702,919

      人件費支出 1,289,027

      物件費等支出 3,289,746

      支払利息支出 104,851

      その他の支出 19,295

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 9,717,900


