
自治体名：飯山市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 70,038,230

    有形固定資産 66,688,081

      事業用資産 25,435,998

        土地 12,083,841

        立木竹 -

        建物 27,030,191

        建物減価償却累計額 -14,719,382

        工作物 4,501,447

        工作物減価償却累計額 -3,467,500

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,400

      インフラ資産 40,664,150

        土地 2,872,474

        建物 877,560

        建物減価償却累計額 -812,074

        工作物 137,374,201

        工作物減価償却累計額 -99,713,081

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 65,069

      物品 2,342,357

      物品減価償却累計額 -1,754,425

    無形固定資産 42,526

      ソフトウェア -

      その他 42,526

    投資その他の資産 3,307,623

      投資及び出資金 312,747

        有価証券 37,309

        出資金 275,437

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 41,847

      長期貸付金 14,075

      基金 2,944,568

        減債基金 -

        その他 2,944,568

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,614

  流動資産 2,971,653

    現金預金 878,146

    未収金 16,263

    短期貸付金 -

    基金 2,077,710

      財政調整基金 1,464,838

      減債基金 612,872

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -466

資産合計 73,009,883

報告書（財務諸表）

金額



自治体名：飯山市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 13,290,528

    地方債 11,199,465

    長期未払金 -

    退職手当引当金 2,091,064

    損失補償等引当金 -

    その他 -

  流動負債 1,276,892

    １年内償還予定地方債 1,047,075

    未払金 42,340

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 118,054

    預り金 69,423

    その他 -

負債合計 14,567,421

【純資産の部】

  固定資産等形成分 72,115,940

  余剰分（不足分） -13,673,478

純資産合計 58,442,462

負債及び純資産合計 73,009,883

（注）千円未満を四捨五入して表示している 
ため、合計額が一致しない場合があります。 



自治体名：飯山市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 13,219,886

    業務費用 8,350,119

      人件費 1,940,448

        職員給与費 1,469,056

        賞与等引当金繰入額 118,054

        退職手当引当金繰入額 202,661

        その他 150,677

      物件費等 6,294,502

        物件費 3,404,347

        維持補修費 265,516

        減価償却費 2,617,296

        その他 7,343

      その他の業務費用 115,169

        支払利息 52,931

        徴収不能引当金繰入額 6,080

        その他 56,158

    移転費用 4,869,767

      補助金等 1,957,268

      社会保障給付 1,232,338

      他会計への繰出金 1,605,939

      その他 74,223

  経常収益 672,510

    使用料及び手数料 359,079

    その他 313,431

純経常行政コスト 12,547,376

  臨時損失 148,429

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 148,429

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,095

    資産売却益 6,095

    その他 -

純行政コスト 12,689,710

報告書（財務諸表）

金額

（注）千円未満を四捨五入して表示している 
ため、合計額が一致しない場合があります。 



自治体名：飯山市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （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 59,951,582 73,022,807 -13,071,225

  純行政コスト（△） -12,689,710 -12,689,710

  財源 11,180,915 11,180,915

    税収等 9,396,882 9,396,882

    国県等補助金 1,784,032 1,784,032

  本年度差額 -1,508,795 -1,508,795

  固定資産等の変動（内部変動） -906,543 906,543

    有形固定資産等の増加 1,290,677 -1,290,677

    有形固定資産等の減少 -2,669,330 2,669,330

    貸付金・基金等の増加 1,523,814 -1,523,814

    貸付金・基金等の減少 -1,051,703 1,051,703

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -324 -324

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,509,119 -906,867 -602,252

本年度末純資産残高 58,442,462 72,115,940 -13,673,478

報告書（財務諸表）

（注）千円未満を四捨五入して表示している 
ため、合計額が一致しない場合があります。 



自治体名：飯山市 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 10,759,390

    業務費用支出 5,889,623

      人件費支出 1,983,712

      物件費等支出 3,800,396

      支払利息支出 52,931

      その他の支出 52,584

    移転費用支出 4,869,767

      補助金等支出 2,065,241

      社会保障給付支出 1,124,365

      他会計への繰出支出 1,605,939

      その他の支出 74,223

  業務収入 11,467,190

    税収等収入 9,398,605

    国県等補助金収入 1,404,999

    使用料及び手数料収入 358,445

    その他の収入 305,141

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 129,841

業務活動収支 837,641

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,716,516

    公共施設等整備費支出 1,242,242

    基金積立金支出 884,746

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 589,528

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,273,431

    国県等補助金収入 249,192

    基金取崩収入 411,638

    貸付金元金回収収入 589,380

    資産売却収入 23,221

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,443,085

【財務活動収支】

  財務活動支出 993,480

    地方債償還支出 993,480

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,405,100

    地方債発行収入 1,405,100

    その他の収入 -

財務活動収支 411,620

本年度資金収支額 -193,824

前年度末資金残高 1,002,546

本年度末資金残高 808,723

前年度末歳計外現金残高 80,779

本年度歳計外現金増減額 -11,356

本年度末歳計外現金残高 69,423

本年度末現金預金残高 878,146

報告書（財務諸表）

金額

（注）千円未満を四捨五入して表示している 
ため、合計額が一致しない場合があります。 
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