
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 431,477,270   固定負債 102,980,365

    有形固定資産 418,433,516     地方債等 80,442,150

      事業用資産 144,041,937     長期未払金 665,520

        土地 61,633,244     退職手当引当金 11,429,899

        立木竹 0     損失補償等引当金 -

        建物 129,670,150     その他 10,442,795

        建物減価償却累計額 -64,340,158   流動負債 12,676,058

        工作物 22,721,150     １年内償還予定地方債等 7,725,083

        工作物減価償却累計額 -6,550,477     未払金 2,169,522

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 455

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,088,616

        航空機 -     預り金 1,561,667

        航空機減価償却累計額 -     その他 130,715

        その他 676,079 負債合計 115,656,423

        その他減価償却累計額 -20,688 【純資産の部】

        建設仮勘定 252,638   固定資産等形成分 440,507,907

      インフラ資産 269,881,590   余剰分（不足分） -96,698,872

        土地 145,784,155   他団体出資等分 -

        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 12,742,039

      物品減価償却累計額 -8,232,049

    無形固定資産 21,768

      ソフトウェア 13,197

      その他 8,571

    投資その他の資産 13,021,986

      投資及び出資金 500,337

        有価証券 -

        出資金 500,337

        その他 -

      長期延滞債権 596,096

      長期貸付金 289,532

      基金 11,136,543

        減債基金 95,867

        その他 11,040,676

      その他 627,822

      徴収不能引当金 -128,343

  流動資産 27,988,188

    現金預金 15,467,017

    未収金 3,643,874

    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 98,692

    その他 1,000

    徴収不能引当金 -253,033

  繰延資産 - 純資産合計 343,809,035

資産合計 459,465,458 負債及び純資産合計 459,465,458

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



豊川市 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 299,683

    その他 34,343

純行政コスト 78,628,825

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 9,149

  臨時利益 334,026

  臨時損失 15,195

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,046

    使用料及び手数料 19,293,504

    その他 2,347,703

純経常行政コスト 78,947,656

      社会保障給付 11,047,379

      その他 373,504

  経常収益 21,641,207

        その他 1,129,947

    移転費用 50,435,501

      補助金等 39,014,618

      その他の業務費用 2,103,760
        支払利息 751,367

        徴収不能引当金繰入額 222,445

        維持補修費 1,732,408

        減価償却費 8,913,765

        その他 20,650

        その他 3,370,368

      物件費等 29,402,474

        物件費 18,735,651

        職員給与費 13,202,007

        賞与等引当金繰入額 1,017,785

        退職手当引当金繰入額 1,056,967

  経常費用 100,588,863
    業務費用 50,153,361

      人件費 18,647,127

全体行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



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 338,771,415 437,524,343 -98,776,589 23,661

  純行政コスト（△） -78,628,825 -78,628,825 -

  財源 83,648,430 83,648,430 -

    税収等 61,252,653 61,252,653 -

    国県等補助金 22,395,777 22,395,777 -

  本年度差額 5,019,605 5,019,605 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,982,960 -2,982,960

    有形固定資産等の増加 9,966,180 -9,966,180

    有形固定資産等の減少 -9,045,643 9,045,643

    貸付金・基金等の増加 5,718,452 -5,718,452

    貸付金・基金等の減少 -3,656,029 3,656,029

  資産評価差額 604 604

  無償所管換等 - -

  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 - - - -

  その他 17,411 - 17,411

  本年度純資産変動額 5,037,619 2,983,564 2,054,056 -

本年度末純資産残高 343,809,035 440,507,907 -96,722,533 23,661

全体純資産変動計算書
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）

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 15,467,017

財務活動収支 -2,701,349

本年度資金収支額 -482,369

前年度末資金残高 14,387,719

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 13,905,351

    地方債等償還支出 7,814,860

    その他の支出 50,589

  財務活動収入 5,164,100

    地方債等発行収入 5,155,100

    その他の収入 9,000

    資産売却収入 339,980

    その他の収入 848,057

投資活動収支 -8,706,310

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,865,449

    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

  投資活動支出 14,593,682

    公共施設等整備費支出 9,932,197

    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

    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 10,925,290

【投資活動収支】

    税収等収入 60,528,531

    国県等補助金収入 20,112,363

    使用料及び手数料収入 19,336,227

    その他の収入 2,335,017

  臨時支出 9,149

    移転費用支出 50,435,501

      補助金等支出 39,014,618

      社会保障給付支出 11,047,379

      その他の支出 373,504

  業務収入 102,312,138

    業務費用支出 40,976,541

      人件費支出 18,791,399

      物件費等支出 20,850,121

      支払利息支出 751,367

      その他の支出 583,654

全体資金収支計算書
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 91,412,042


