
南房総市 【様式第1号】

一般会計等財務書類 （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 87,454,151   固定負債 29,353,358

    有形固定資産 61,249,941     地方債 22,970,187

      事業用資産 35,210,822     長期未払金 67

        土地 6,831,153     退職手当引当金 6,383,104

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 55,626,765     その他 -

        建物減価償却累計額 -28,711,343   流動負債 3,831,915

        工作物 5,088,962     １年内償還予定地方債 3,510,475

        工作物減価償却累計額 -4,021,460     未払金 172

        船舶 3,019     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,572     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 223,717

        航空機 -     預り金 97,552

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 33,185,274

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 395,298   固定資産等形成分 92,515,981

      インフラ資産 24,784,428   余剰分（不足分） -32,520,858

        土地 93,498

        建物 993,511

        建物減価償却累計額 -440,583

        工作物 75,517,302

        工作物減価償却累計額 -51,450,083

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 70,784

      物品 2,605,199

      物品減価償却累計額 -1,350,508

    無形固定資産 32,480

      ソフトウェア 32,480

      その他 -

    投資その他の資産 26,171,729

      投資及び出資金 6,176,893

        有価証券 41,900

        出資金 6,134,993

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 335,108

      長期貸付金 140,457

      基金 19,537,602

        減債基金 5,316,260

        その他 14,221,342

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,330

  流動資産 5,726,246

    現金預金 583,316

    未収金 85,213

    短期貸付金 16,883

    基金 5,044,947

      財政調整基金 5,044,947

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,114 純資産合計 59,995,123

資産合計 93,180,397 負債及び純資産合計 93,180,397

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



南房総市 【様式第2号】

一般会計等財務書類 （単位：千円）

    その他 21,636

純行政コスト 17,521,703

    その他 -

  臨時利益 21,636

    資産売却益 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 17,543,338

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,200,499

    使用料及び手数料 379,932

    その他 820,567

      社会保障給付 2,096,320

      他会計への繰出金 1,660,814

      その他 7,235

        その他 86,054

    移転費用 7,476,718

      補助金等 3,712,349

      その他の業務費用 397,652

        支払利息 289,153

        徴収不能引当金繰入額 22,445

        維持補修費 714,098

        減価償却費 2,893,733

        その他 8,188

        その他 232,973

      物件費等 6,875,211

        物件費 3,259,192

        職員給与費 3,537,568

        賞与等引当金繰入額 223,717

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 18,743,838

    業務費用 11,267,120

      人件費 3,994,258

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



南房総市 【様式第3号】

一般会計等財務書類 （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 58,376,464 92,204,505 -33,828,041

  純行政コスト（△） -17,521,703 -17,521,703

  財源 19,097,915 19,097,915

    税収等 15,932,669 15,932,669

    国県等補助金 3,165,246 3,165,246

  本年度差額 1,576,212 1,576,212

  固定資産等の変動（内部変動） - -

    有形固定資産等の増加 - -

    有形固定資産等の減少 - -

    貸付金・基金等の増加 - -

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 42,447 42,447

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,618,659 42,447 1,576,212

本年度末純資産残高 59,995,123 92,246,952 -32,251,829

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



南房総市 【様式第4号】

一般会計等財務書類 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 86,007

本年度歳計外現金増減額 11,544

本年度末歳計外現金残高 97,552

本年度末現金預金残高 583,316

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,721,308

本年度資金収支額 -678,977

前年度末資金残高 1,164,742

本年度末資金残高 485,765

  財務活動支出 3,362,908

    地方債償還支出 3,362,908

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,641,600

    地方債発行収入 1,641,600

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 21,636

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,140,506

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 290,121

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 268,485

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,430,626

    公共施設等整備費支出 1,125,664

    基金積立金支出 2,216,569

    投資及び出資金支出 88,393

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 4,182,837

  業務収入 20,001,204

    税収等収入 15,910,635

    国県等補助金収入 3,165,246

    使用料及び手数料収入 380,539

    その他の収入 544,783

    移転費用支出 7,476,718

      補助金等支出 3,712,349

      社会保障給付支出 2,096,320

      他会計への繰出支出 1,660,814

      その他の支出 7,235

    業務費用支出 8,341,649

      人件費支出 3,993,138

      物件費等支出 3,985,021

      支払利息支出 289,153

      その他の支出 74,338

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 15,818,367


