
豊川市 【様式第1号】

（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 315,443,720   固定負債 51,253,828

    有形固定資産 306,246,559     地方債 42,655,906

      事業用資産 129,943,451     長期未払金 30,974

        土地 59,120,922     退職手当引当金 8,566,948

        立木竹 0     損失補償等引当金 -

        建物 117,072,613     その他 -

        建物減価償却累計額 -62,186,736   流動負債 6,338,434

        工作物 22,091,710     １年内償還予定地方債 4,926,894

        工作物減価償却累計額 -6,386,096     未払金 15,439

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 616,585

        航空機 -     預り金 779,516

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 57,592,262

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 231,038   固定資産等形成分 324,474,357

      インフラ資産 174,772,494   余剰分（不足分） -53,471,368

        土地 144,622,712

        建物 3,592,641

        建物減価償却累計額 -1,099,181

        工作物 56,194,904

        工作物減価償却累計額 -29,021,576

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 482,995

      物品 5,283,912

      物品減価償却累計額 -3,753,298

    無形固定資産 13,197

      ソフトウェア 13,197

      その他 -

    投資その他の資産 9,183,964

      投資及び出資金 500,337

        有価証券 -

        出資金 500,337

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 573,807

      長期貸付金 237,572

      基金 7,950,702

        減債基金 95,867

        その他 7,854,835

      その他 -

      徴収不能引当金 -78,454

  流動資産 13,151,531

    現金預金 3,839,998

    未収金 319,083

    短期貸付金 -

    基金 9,030,637

      財政調整基金 9,030,637

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -38,187 純資産合計 271,002,989

資産合計 328,595,251 負債及び純資産合計 328,595,251

一般会計等貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



豊川市 【様式第2号】

（単位：千円）

一般会計等行政コスト計算書
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 51,657,420

    業務費用 28,321,119

      人件費 10,908,393

        職員給与費 7,903,627

        賞与等引当金繰入額 616,585

        退職手当引当金繰入額 744,950

        その他 1,643,231

      物件費等 16,760,559

        物件費 10,871,005

        維持補修費 1,538,896

        減価償却費 4,342,387

        その他 8,271

      その他の業務費用 652,167

        支払利息 299,797

        徴収不能引当金繰入額 24,411

        その他 327,959

    移転費用 23,336,301
      補助金等 5,453,297

      社会保障給付 11,045,618

      他会計への繰出金 6,783,972

      その他 53,413

  経常収益 2,659,573
    使用料及び手数料 949,758

    その他 1,709,814

純経常行政コスト 48,997,848
  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    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 -

    その他 -

純行政コスト 48,776,673

    その他 -

  臨時利益 221,175

    資産売却益 221,175



豊川市 【様式第3号】

（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 267,264,194 321,578,117 -54,313,923

  純行政コスト（△） -48,776,673 -48,776,673

  財源 52,514,865 52,514,865

    税収等 39,804,891 39,804,891

    国県等補助金 12,709,974 12,709,974

  本年度差額 3,738,192 3,738,192

  固定資産等の変動（内部変動） 2,895,637 -2,895,637

    有形固定資産等の増加 6,303,260 -6,303,260

    有形固定資産等の減少 -4,342,387 4,342,387

    貸付金・基金等の増加 3,533,525 -3,533,525

    貸付金・基金等の減少 -2,598,762 2,598,762

  資産評価差額 604 604

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 3,738,795 2,896,240 842,555

本年度末純資産残高 271,002,989 324,474,357 -53,471,368

一般会計等純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



豊川市 【様式第4号】

（単位：千円）

一般会計等資金収支計算書
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 47,494,956

    業務費用支出 24,158,655

      人件費支出 11,121,457

      物件費等支出 12,752,401

      支払利息支出 299,797

      その他の支出 -15,000

    移転費用支出 23,336,301
      補助金等支出 5,453,297

      社会保障給付支出 11,045,618

      他会計への繰出支出 6,783,972

      その他の支出 53,413

  業務収入 53,007,327
    税収等収入 39,933,878

    国県等補助金収入 10,426,560

    使用料及び手数料収入 949,758

    その他の収入 1,697,132

  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 5,512,371

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,767,498

    公共施設等整備費支出 6,303,260

    基金積立金支出 2,569,418

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 894,820

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,893,966

    国県等補助金収入 2,283,414

    基金取崩収入 1,448,500

    貸付金元金回収収入 940,877

    資産売却収入 221,175

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,873,532

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,070,469
    地方債償還支出 5,039,887

    その他の支出 30,581

  財務活動収入 3,517,500

    地方債発行収入 3,508,500

前年度末歳計外現金残高 782,151

本年度歳計外現金増減額 -2,634

本年度末歳計外現金残高 779,516

本年度末現金預金残高 3,839,998

    その他の収入 9,000

財務活動収支 -1,552,969

本年度資金収支額 -914,129
前年度末資金残高 3,974,611

本年度末資金残高 3,060,482


