
南房総市 【様式第1号】

連結財務書類 （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 113,517,056   固定負債 43,022,813

    有形固定資産 81,704,853     地方債等 27,144,427

      事業用資産 36,921,933     長期未払金 67

        土地 6,977,619     退職手当引当金 7,045,282

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 59,594,754     その他 8,833,037

        建物減価償却累計額 -31,277,676   流動負債 5,088,818

        工作物 5,297,973     １年内償還予定地方債等 3,927,573

        工作物減価償却累計額 -4,090,944     未払金 574,804

        船舶 3,467     未払費用 31,553

        船舶減価償却累計額 -1,998     前受金 3,493

        浮標等 -     前受収益 1,374

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 312,455

        航空機 -     預り金 102,561

        航空機減価償却累計額 -     その他 135,005

        その他 18,466 負債合計 48,111,631

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 400,272   固定資産等形成分 118,629,752

      インフラ資産 43,287,450   余剰分（不足分） -52,420,545

        土地 835,109   他団体出資等分 5,216,156

        建物 1,821,088

        建物減価償却累計額 -941,050

        工作物 103,627,615

        工作物減価償却累計額 -64,154,977

        その他 5,798,364

        その他減価償却累計額 -4,292,168

        建設仮勘定 593,471

      物品 3,941,963

      物品減価償却累計額 -2,446,494

    無形固定資産 4,636,299

      ソフトウェア 33,129

      その他 4,603,170

    投資その他の資産 27,175,904

      投資及び出資金 6,178,433

        有価証券 41,900

        出資金 6,136,504

        その他 30

      長期延滞債権 661,482

      長期貸付金 157,273

      基金 20,196,774

        減債基金 5,316,260

        その他 14,880,513

      その他 12,656

      徴収不能引当金 -30,714

  流動資産 6,018,065

    現金預金 234,604

    未収金 551,250

    短期貸付金 17,261

    基金 5,095,435

      財政調整基金 5,095,435

      減債基金 -

    棚卸資産 94,211

    その他 37,551

    徴収不能引当金 -12,247

  繰延資産 1,872 純資産合計 71,425,362

資産合計 119,536,994 負債及び純資産合計 119,536,994

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



南房総市 【様式第2号】

連結財務書類 （単位：千円）

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

  経常費用 43,544,385

    業務費用 16,940,156

      人件費 5,699,204

        職員給与費 4,854,760

        賞与等引当金繰入額 306,563

        退職手当引当金繰入額 43,949

        その他 493,931

      物件費等 10,376,767

        物件費 5,002,511

        維持補修費 963,887

        減価償却費 3,954,362

        その他 456,008

      その他の業務費用 864,185

        支払利息 415,951

        徴収不能引当金繰入額 41,859

        その他 406,375

    移転費用 26,604,229

      補助金等 24,470,205

      社会保障給付 2,096,562

      その他 32,060

  経常収益 4,736,068

    使用料及び手数料 2,578,361

    その他 2,157,707

純経常行政コスト 38,808,316

  臨時損失 17,151

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 17,084

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 67

  臨時利益 61,027

    資産売却益 31

    その他 60,997

純行政コスト 38,764,440



南房総市 【様式第3号】

連結財務書類 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 63,812,617 108,016,347 -49,344,758 5,141,028

  純行政コスト（△） -38,764,440 -38,764,440 -

  財源 36,136,158 36,136,158 -

    税収等 26,278,565 26,278,565 -

    国県等補助金 9,857,593 9,857,593 -

  本年度差額 -2,628,282 -2,628,282 -

  固定資産等の変動（内部変動） 453,459 -453,459

    有形固定資産等の増加 1,242,273 -1,242,273

    有形固定資産等の減少 -1,453,331 1,453,590

    貸付金・基金等の増加 384,565 -709,920

    貸付金・基金等の減少 279,953 45,145

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 42,447 42,447

  他団体出資等分の増加 -75,109 75,109

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -1,160 54 -1,234 19

  その他 -151,864 -36,414 -115,450

  本年度純資産変動額 -2,738,859 459,547 -3,273,534 75,128

本年度末純資産残高 61,073,758 108,475,894 -52,618,292 5,216,156

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



南房総市 【様式第4号】

連結財務書類 （単位：千円）

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 39,505,885

    業務費用支出 12,901,656

      人件費支出 5,648,811

      物件費等支出 6,410,761

      支払利息支出 415,951

      その他の支出 426,132

    移転費用支出 26,604,229

      補助金等支出 24,470,205

      社会保障給付支出 2,096,562

      その他の支出 32,060

  業務収入 39,121,253

    税収等収入 25,929,347

    国県等補助金収入 8,759,145

    使用料及び手数料収入 2,595,886

    その他の収入 1,836,875

  臨時支出 156

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 156

  臨時収入 85,816

業務活動収支 -298,971

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,585,050

    公共施設等整備費支出 2,123,804

    基金積立金支出 2,356,711

    投資及び出資金支出 104,535

    貸付金支出 -

    その他の支出 0

  投資活動収入 1,705,919

    国県等補助金収入 1,159,525

    基金取崩収入 312,637

    貸付金元金回収収入 212,121

    資産売却収入 21,636

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,879,131

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,791,330

    地方債等償還支出 3,776,562

    その他の支出 14,768

  財務活動収入 2,312,449

    地方債等発行収入 2,197,120

    その他の収入 115,329

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 234,604

財務活動収支 -1,478,881

本年度資金収支額 -4,656,984

前年度末資金残高 4,794,036

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 137,052


