
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 434,638,357   固定負債 106,583,536

    有形固定資産 421,677,381     地方債等 83,675,255

      事業用資産 147,097,867     長期未払金 665,520

        土地 63,112,361     退職手当引当金 11,429,899

        立木竹 0     損失補償等引当金 -

        建物 132,523,169     その他 10,812,862

        建物減価償却累計額 -65,675,003   流動負債 12,840,780

        工作物 22,759,442     １年内償還予定地方債等 7,725,083

        工作物減価償却累計額 -6,584,298     未払金 2,275,568

        船舶 -     未払費用 11,520

        船舶減価償却累計額 -     前受金 12,062

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,088,805

        航空機 -     預り金 1,587,940

        航空機減価償却累計額 -     その他 139,803

        その他 676,441 負債合計 119,424,316

        その他減価償却累計額 -20,758 【純資産の部】

        建設仮勘定 306,511   固定資産等形成分 443,668,994

      インフラ資産 269,881,590   余剰分（不足分） -98,226,757

        土地 145,784,155   他団体出資等分 292,100

        建物 4,873,813

        建物減価償却累計額 -1,744,385

        工作物 207,457,977

        工作物減価償却累計額 -88,963,607

        その他 5,047,413

        その他減価償却累計額 -3,530,353

        建設仮勘定 956,577

      物品 13,616,810

      物品減価償却累計額 -8,918,886

    無形固定資産 27,668

      ソフトウェア 18,944

      その他 8,724

    投資その他の資産 12,933,309

      投資及び出資金 242,397

        有価証券 -

        出資金 242,397

        その他 -

      長期延滞債権 615,485

      長期貸付金 214,532

      基金 11,352,293

        減債基金 95,867

        その他 11,256,426

      その他 636,945

      徴収不能引当金 -128,343

  流動資産 30,520,296

    現金預金 16,948,333

    未収金 3,755,102

    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 1,031,493

    その他 7,936

    徴収不能引当金 -253,205

  繰延資産 - 純資産合計 345,734,337

資産合計 465,158,653 負債及び純資産合計 465,158,653

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



豊川市 【様式第2号】

（単位：千円）

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 116,739,752

    業務費用 51,769,259

      人件費 18,825,788

        職員給与費 13,336,266

        賞与等引当金繰入額 1,017,974

        退職手当引当金繰入額 1,056,967

        その他 3,414,581

      物件費等 30,468,729

        物件費 18,959,407

        維持補修費 1,746,581

        減価償却費 8,990,593

        その他 772,148

      その他の業務費用 2,474,742

        支払利息 756,600

        徴収不能引当金繰入額 222,445

        その他 1,495,697

    移転費用 64,970,493
      補助金等 35,415,453

      社会保障給付 29,056,399

      その他 498,642

  経常収益 22,906,610

    使用料及び手数料 19,293,504

    その他 3,613,106

純経常行政コスト 93,833,142

  臨時損失 15,381

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,232

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 9,149

  臨時利益 334,158

    資産売却益 299,683

    その他 34,475

純行政コスト 93,514,366



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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 340,779,215 440,998,070 -100,528,150 309,294

  純行政コスト（△） -93,514,366 -93,520,832 6,466

  財源 98,709,445 98,709,445 -

    税収等 61,252,980 61,252,980 -

    国県等補助金 37,456,465 37,456,465 -

  本年度差額 5,195,079 5,188,613 6,466

  固定資産等の変動（内部変動） 2,928,292 -2,928,292

    有形固定資産等の増加 10,044,668 -10,044,668

    有形固定資産等の減少 -9,122,657 9,122,657

    貸付金・基金等の増加 5,737,311 -5,737,311

    貸付金・基金等の減少 -3,731,029 3,731,029

  資産評価差額 604 604

  無償所管換等 28 28

  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 -240,589 -258,000 17,411

  本年度純資産変動額 4,955,122 2,670,924 2,277,732 6,466

本年度末純資産残高 345,734,337 443,668,994 -98,250,418 315,761

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



豊川市 【様式第4号】

（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 107,300,547

    業務費用支出 42,330,054

      人件費支出 18,971,756

      物件費等支出 21,654,742

      支払利息支出 756,600

      その他の支出 946,956

    移転費用支出 64,970,493
      補助金等支出 35,415,453

      社会保障給付支出 29,056,399

      その他の支出 498,642

  業務収入 118,547,092

    税収等収入 60,528,858

    国県等補助金収入 35,173,051

    使用料及び手数料収入 19,336,227

    その他の収入 3,508,956

  臨時支出 9,149

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 9,149

  臨時収入 34,343

業務活動収支 11,271,739

【投資活動収支】

  投資活動支出 14,672,170
    公共施設等整備費支出 10,010,684

    基金積立金支出 3,758,505

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 902,980

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,887,372

    国県等補助金収入 2,289,914

    基金取崩収入 1,464,904

    貸付金元金回収収入 944,517

    資産売却収入 339,980

    その他の収入 848,057

投資活動収支 -8,784,797
【財務活動収支】

  財務活動支出 8,317,723
    地方債等償還支出 8,267,135

    その他の支出 50,589

  財務活動収入 5,544,984

    地方債等発行収入 5,535,984

    その他の収入 9,000

前年度末歳計外現金残高 1,564,301

本年度歳計外現金増減額 -2,634

本年度末歳計外現金残高 1,561,667

本年度末現金預金残高 16,948,333

財務活動収支 -2,772,740
本年度資金収支額 -285,798

前年度末資金残高 15,672,465

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 15,386,667


