
【様式第1号】

東北町：連結会計 （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 27,053,440   固定負債 22,150,194

    有形固定資産 24,203,251     地方債等 19,770,415

      事業用資産 12,181,860     長期未払金 -

        土地 3,250,018     退職手当引当金 1,766,097

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,954,480     その他 613,683

        建物減価償却累計額 -20,147,387   流動負債 2,306,714

        工作物 1,904,491     １年内償還予定地方債等 1,911,353

        工作物減価償却累計額 -1,795,209     未払金 55,262

        船舶 682     未払費用 11,679

        船舶減価償却累計額 -99     前受金 22

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 156,573

        航空機 -     預り金 72,544

        航空機減価償却累計額 -     その他 99,279

        その他 - 負債合計 24,456,908

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,884   固定資産等形成分 29,396,854

      インフラ資産 11,281,456   余剰分（不足分） -23,663,772

        土地 428,783   他団体出資等分 -

        建物 8,161,695

        建物減価償却累計額 -4,267,585

        工作物 20,535,060

        工作物減価償却累計額 -13,869,816

        その他 768,215

        その他減価償却累計額 -474,896

        建設仮勘定 -

      物品 3,170,651

      物品減価償却累計額 -2,430,716

    無形固定資産 7,315

      ソフトウェア 7,315

      その他 -

    投資その他の資産 2,842,874

      投資及び出資金 96,481

        有価証券 36,350

        出資金 60,131

        その他 -

      長期延滞債権 485,482

      長期貸付金 10,660

      基金 2,287,040

        減債基金 27,187

        その他 2,259,854

      その他 3,000

      徴収不能引当金 -39,790

  流動資産 3,136,551

    現金預金 530,913

    未収金 232,521

    短期貸付金 -

    基金 2,343,414

      財政調整基金 1,917,533

      減債基金 425,881

    棚卸資産 24,357

    その他 15,626

    徴収不能引当金 -10,280

  繰延資産 - 純資産合計 5,733,082

資産合計 30,189,990 負債及び純資産合計 30,189,990

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

東北町：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 8,737

    その他 2,869

純行政コスト 17,595,021

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,899

  臨時利益 11,606

  臨時損失 54,922

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 52,023

    使用料及び手数料 1,299,460

    その他 518,358

純経常行政コスト 17,551,705

      社会保障給付 3,168,812

      その他 40,027

  経常収益 1,817,818

        その他 159,365

    移転費用 10,444,856

      補助金等 7,236,017

      その他の業務費用 418,335

        支払利息 255,225

        徴収不能引当金繰入額 3,744

        維持補修費 1,562,001

        減価償却費 1,436,563

        その他 123,624

        その他 304,825

      物件費等 5,929,629

        物件費 2,807,441

        職員給与費 2,308,850

        賞与等引当金繰入額 57,882

        退職手当引当金繰入額 -94,855

  経常費用 19,369,523

    業務費用 8,924,667

      人件費 2,576,702

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】

東北町：連結会計 （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 8,136,645 30,119,462 -21,982,817 -

  純行政コスト（△） -17,595,021 -17,595,021 -

  財源 15,190,941 15,190,941 -

    税収等 9,903,468 9,903,468 -

    国県等補助金 5,287,473 5,287,473 -

  本年度差額 -2,404,080 -2,404,080 -

  固定資産等の変動（内部変動） -723,125 723,125

    有形固定資産等の増加 827,048 -827,048

    有形固定資産等の減少 -1,483,115 1,483,115

    貸付金・基金等の増加 1,298,496 -1,298,496

    貸付金・基金等の減少 -1,365,555 1,365,555

  資産評価差額 518 518

  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 -2,403,562 -722,608 -1,680,955 -

本年度末純資産残高 5,733,082 29,396,854 -23,663,772 -

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】

東北町：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 54,339

本年度歳計外現金増減額 -607

本年度末歳計外現金残高 53,732

本年度末現金預金残高 530,913

財務活動収支 -465,888

本年度資金収支額 151,382

前年度末資金残高 325,799

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 477,181

    地方債等償還支出 1,967,270

    その他の支出 6,427

  財務活動収入 1,507,808

    地方債等発行収入 1,507,808

    その他の収入 -

    資産売却収入 34,889

    その他の収入 71,178

投資活動収支 -768,804

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,973,696

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,325,933

    国県等補助金収入 14,027

    基金取崩収入 1,205,324

    貸付金元金回収収入 515

  投資活動支出 2,094,737

    公共施設等整備費支出 814,421

    基金積立金支出 1,280,066

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 250

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,650

  臨時収入 3,597

業務活動収支 1,386,074

【投資活動収支】

    税収等収入 11,235,316

    国県等補助金収入 6,343,548

    使用料及び手数料収入 1,311,206

    その他の収入 519,536

  臨時支出 4,650

    移転費用支出 10,445,233

      補助金等支出 7,236,017

      社会保障給付支出 3,168,812

      その他の支出 40,404

  業務収入 19,409,606

    業務費用支出 7,577,245

      人件費支出 2,673,017

      物件費等支出 4,523,349

      支払利息支出 255,225

      その他の支出 125,654

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 18,022,478


