
【様式第1号】

東北町：全体会計 （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 25,617,696   固定負債 20,887,598

    有形固定資産 22,627,409     地方債等 19,088,736

      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 268,652

        建物減価償却累計額 -18,058,988   流動負債 1,890,746

        工作物 58,386     １年内償還予定地方債等 1,739,091

        工作物減価償却累計額 -40,137     未払金 2,143

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 95,840

        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 22,778,344

        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 27,769,184

      インフラ資産 11,281,456   余剰分（不足分） -22,316,753

        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 1,961,390

      物品減価償却累計額 -1,701,717

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,990,287

      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

      長期延滞債権 485,482

      長期貸付金 -

      基金 2,217,282

        減債基金 -

        その他 2,217,282

      その他 -

      徴収不能引当金 -39,790

  流動資産 2,613,078

    現金預金 337,679

    未収金 128,240

    短期貸付金 -

    基金 2,151,488

      財政調整基金 1,725,606

      減債基金 425,881

    棚卸資産 5,741

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,069

  繰延資産 - 純資産合計 5,452,430

資産合計 28,230,774 負債及び純資産合計 28,230,774

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,371

    その他 -

純行政コスト 15,318,388

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 93

  臨時利益 3,371

  臨時損失 52,095

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 52,002

    使用料及び手数料 500,939

    その他 242,813

純経常行政コスト 15,269,664

      社会保障給付 869,504

      その他 39,481

  経常収益 743,753

        その他 47,155

    移転費用 9,292,401

      補助金等 8,383,415

      その他の業務費用 296,522

        支払利息 245,833

        徴収不能引当金繰入額 3,533

        維持補修費 1,551,166

        減価償却費 1,229,478

        その他 565

        その他 216,691

      物件費等 5,057,048

        物件費 2,275,839

        職員給与費 1,254,303

        賞与等引当金繰入額 377

        退職手当引当金繰入額 -103,924

  経常費用 16,013,416

    業務費用 6,721,016

      人件費 1,367,446

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：全体会計 （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 5,503,906 28,409,584 -22,905,678 -

  純行政コスト（△） -15,318,388 -15,318,388 -

  財源 15,266,394 15,266,394 -

    税収等 10,156,406 10,156,406 -

    国県等補助金 5,109,988 5,109,988 -

  本年度差額 -51,993 -51,993 -

  固定資産等の変動（内部変動） -640,918 640,918

    有形固定資産等の増加 728,563 -728,563

    有形固定資産等の減少 -1,306,912 1,306,912

    貸付金・基金等の増加 1,289,837 -1,289,837

    貸付金・基金等の減少 -1,352,407 1,352,407

  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 -51,476 -640,400 588,925 -

本年度末純資産残高 5,452,430 27,769,184 -22,316,753 -

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：全体会計 （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 337,679

財務活動収支 -369,420

本年度資金収支額 108,868

前年度末資金残高 175,161

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 284,029

    地方債等償還支出 1,812,320

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,442,900

    地方債等発行収入 1,442,900

    その他の収入 -

    資産売却収入 29,523

    その他の収入 -

投資活動収支 -726,025

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,812,320

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,187,622

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,157,850

    貸付金元金回収収入 250

  投資活動支出 1,913,648

    公共施設等整備費支出 728,563

    基金積立金支出 1,184,835

    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 1,864

  臨時収入 -

業務活動収支 1,204,314

【投資活動収支】

    税収等収入 10,246,443

    国県等補助金収入 5,109,988

    使用料及び手数料収入 502,389

    その他の収入 232,243

  臨時支出 1,864

    移転費用支出 9,292,777

      補助金等支出 8,383,415

      社会保障給付支出 869,504

      その他の支出 39,858

  業務収入 16,091,064

    業務費用支出 5,592,109

      人件費支出 1,472,570

      物件費等支出 3,844,266

      支払利息支出 245,833

      その他の支出 29,439

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 14,884,886


