
自治体名：飯山市 年度：平成28年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 80,267,348

    有形固定資産 76,145,885

      事業用資産 29,333,522

        土地 12,387,761

        立木竹 -

        建物 30,284,380

        建物減価償却累計額 -16,313,303

        工作物 8,151,080

        工作物減価償却累計額 -5,183,797

        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 2,888,258

      物品減価償却累計額 -1,969,324

    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 4,078,898

      投資及び出資金 70,489

        有価証券 2,309

        出資金 68,179

        その他 -

      長期延滞債権 64,624

      長期貸付金 14,075

      基金 3,406,168

        減債基金 -

        その他 3,406,168

      その他 531,704

      徴収不能引当金 -8,162

  流動資産 5,063,187

    現金預金 1,940,839

    未収金 68,005

    短期貸付金 -

    基金 2,574,588

      財政調整基金 1,961,715

      減債基金 612,872

    棚卸資産 481,591

    その他 136

    徴収不能引当金 -1,971

  繰延資産 -

資産合計 85,330,535

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：連結会計   

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 18,027,834

    地方債等 14,320,144

    長期未払金 1,981

    退職手当引当金 2,091,134

    損失補償等引当金 -

    その他 1,614,576

  流動負債 1,934,545

    １年内償還予定地方債等 1,564,596

    未払金 92,261

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 170,547

    預り金 69,942

    その他 37,198

負債合計 19,962,380

【純資産の部】

  固定資産等形成分 82,841,936

  余剰分（不足分） -17,502,626

  他団体出資等分 28,846

純資産合計 65,368,156

負債及び純資産合計 85,330,535

（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：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 21,178,327

    業務費用 10,422,488

      人件費 2,779,579

        職員給与費 2,141,703

        賞与等引当金繰入額 170,548

        退職手当引当金繰入額 205,022

        その他 262,305

      物件費等 7,349,942

        物件費 3,671,111

        維持補修費 370,363

        減価償却費 3,197,962

        その他 110,506

      その他の業務費用 292,967

        支払利息 106,711

        徴収不能引当金繰入額 9,975

        その他 176,282

    移転費用 10,755,839

      補助金等 6,340,661

      社会保障給付 3,383,095

      その他 75,743

  経常収益 1,616,497

    使用料及び手数料 1,220,940

    その他 395,557

純経常行政コスト 19,561,830

  臨時損失 155,104

    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 6,676

  臨時利益 6,761

    資産売却益 6,761

    その他 -

純行政コスト 19,710,174

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：連結会計   

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 66,770,902 84,185,398 -17,442,285 27,789

  純行政コスト（△） -19,710,174 -19,712,279 2,105

  財源 18,282,186 18,283,235 -1,048

    税収等 14,120,312 14,121,361 -1,048

    国県等補助金 4,161,874 4,161,874 -

  本年度差額 -1,427,988 -1,429,044 1,056

  固定資産等の変動（内部変動） -1,356,335 1,356,335

    有形固定資産等の増加 1,420,222 -1,420,222

    有形固定資産等の減少 -3,249,970 3,249,970

    貸付金・基金等の増加 1,635,640 -1,635,640

    貸付金・基金等の減少 -1,162,227 1,162,227

  資産評価差額 3 3

  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 0 - 0 -

  その他 12,369 - 12,369

  本年度純資産変動額 -1,402,746 -1,343,462 -60,340 1,056

本年度末純資産残高 65,368,156 82,841,936 -17,502,626 28,846

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。 
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