
自治体名：飯山市 年度：平成28年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 76,524,645

    有形固定資産 72,917,693

      事業用資産 26,427,403

        土地 12,294,062

        立木竹 -

        建物 27,030,191

        建物減価償却累計額 -14,719,382

        工作物 5,403,507

        工作物減価償却累計額 -3,588,376

        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 45,893,430

        土地 2,954,483

        建物 1,284,628

        建物減価償却累計額 -981,593

        工作物 146,240,947

        工作物減価償却累計額 -103,930,856

        その他 968,259

        その他減価償却累計額 -707,508

        建設仮勘定 65,069

      物品 2,372,053

      物品減価償却累計額 -1,775,193

    無形固定資産 42,565

      ソフトウェア -

      その他 42,565

    投資その他の資産 3,564,387

      投資及び出資金 312,747

        有価証券 37,309

        出資金 275,437

        その他 -

      長期延滞債権 64,572

      長期貸付金 14,075

      基金 3,181,140

        減債基金 -

        その他 3,181,140

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,146

  流動資産 3,797,920

    現金預金 1,676,710

    未収金 44,181

    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 1,276

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,958

  繰延資産 -

資産合計 80,322,565

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：飯山市 年度：平成28年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 16,621,120

    地方債等 12,918,473

    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 1,611,584

  流動負債 1,425,536

    １年内償還予定地方債等 1,153,380

    未払金 69,171

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 127,458

    預り金 69,423

    その他 6,104

負債合計 18,046,655

【純資産の部】

  固定資産等形成分 78,602,355

  余剰分（不足分） -16,326,446

  他団体出資等分 -

純資産合計 62,275,910

負債及び純資産合計 80,322,565

（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：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 18,936,960

    業務費用 9,067,660

      人件費 2,072,118

        職員給与費 1,573,211

        賞与等引当金繰入額 127,459

        退職手当引当金繰入額 202,661

        その他 168,787

      物件費等 6,777,053

        物件費 3,524,225

        維持補修費 303,561

        減価償却費 2,923,455

        その他 25,811

      その他の業務費用 218,489

        支払利息 87,896

        徴収不能引当金繰入額 10,054

        その他 120,539

    移転費用 9,869,300

      補助金等 7,598,684

      社会保障給付 1,239,074

      その他 75,201

  経常収益 1,143,028

    使用料及び手数料 792,323

    その他 350,705

純経常行政コスト 17,793,932

  臨時損失 148,429

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 148,429

    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 17,936,266

報告書（連結財務諸表）

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：全体会計   

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 63,669,001 79,818,460 -16,149,459 -

  純行政コスト（△） -17,936,266 -17,936,266 -

  財源 16,517,937 16,517,937 -

    税収等 12,805,567 12,805,567 -

    国県等補助金 3,712,370 3,712,370 -

  本年度差額 -1,418,330 -1,418,330 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,228,974 1,228,974

    有形固定資産等の増加 1,320,380 -1,320,380

    有形固定資産等の減少 -2,975,502 2,975,502

    貸付金・基金等の増加 1,579,318 -1,579,318

    貸付金・基金等の減少 -1,153,170 1,153,170

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 12,870 12,870

  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 12,369 - 12,369

  本年度純資産変動額 -1,393,091 -1,216,104 -176,987 -

本年度末純資産残高 62,275,910 78,602,355 -16,326,446 -

報告書（連結財務諸表）

（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：全体会計   

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 16,169,713

    業務費用支出 6,300,414

      人件費支出 2,116,083

      物件費等支出 3,979,489

      支払利息支出 87,896

      その他の支出 116,946

    移転費用支出 9,869,300

      補助金等支出 7,706,657

      社会保障給付支出 1,131,101

      その他の支出 75,201

  業務収入 17,221,449

    税収等収入 12,759,722

    国県等補助金収入 3,333,336

    使用料及び手数料収入 792,745

    その他の収入 335,646

  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 1,181,577

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,791,199

    公共施設等整備費支出 1,284,819

    基金積立金支出 916,851

    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 1,352,835

    国県等補助金収入 250,596

    基金取崩収入 489,638

    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 -1,438,364

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,094,437

    地方債等償還支出 1,094,437

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,414,600

    地方債等発行収入 1,414,600

    その他の収入 -

財務活動収支 320,163

本年度資金収支額 63,376

前年度末資金残高 1,543,911

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,607,287

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 1,676,710

報告書（連結財務諸表）

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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