
様式第1号

自治体名：渡名喜村

会計：一般会計等 単位：千

科目名 金額 科目名 金額

資産の部 債の部

  固定資産 5,896,630   固定 債 832,500

    形固定資産 5,654,424     地方債 775,894

      事業用資産 2,798,138     長期未払金 -

        土地 42,205     退職手当引当金 56,606

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,357,102     その他 -

        建物減価償却累計額 -1,926,215   流動 債 72,764

        工作物 303,197     １ 償還予定地方債 60,047

        工作物減価償却累計額 -61,359     未払金 -

        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 等引当金 12,245

        航空機 -     預り金 472

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 16,650 債合計 905,265

        その他減価償却累計額 -6,294 純資産の部

        建設仮勘定 72,852   固定資産等形成分 6,293,367

      インフラ資産 2,774,267   余剰分 足分 -726,590

        土地 19,294

        建物 138,233

        建物減価償却累計額 -88,613

        工作物 4,755,944

        工作物減価償却累計額 -2,064,955

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 14,364

      物品 415,742

      物品減価償却累計額 -333,723

    無形固定資産 16,947

      ソフト ア 16,947

      その他 -

    投資その他の資産 225,259

      投資及び出資金 45,194

        価証券 20,521

        出資金 24,673

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,166

      長期貸付金 -

      基金 178,967

        減債基金 1,722

        その他 177,244

      その他 -

      徴収 能引当金 -67

  流動資産 575,412

    現金預金 174,357

    未収金 4,353

    短期貸付金 -

    基金 396,737

      政調整基金 396,737

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収 能引当金 -34 純資産合計 5,566,778

資産合計 6,472,042 債及び純資産合計 6,472,042

貸借対照表
成31 3 31日現在



様式第 号

自治体名：渡名喜村

会計：一般会計等 単位：千円

行政コスト計算書
自　 成 月 日
至　 成 月 日

科目名 金額

  経常費用 1,084,470

    業務費用 929,285

      人件費 195,773

        職員給 費 155,087

        賞 等引当金繰入額 12,245

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 28,440

      物件費等 725,881

        物件費 226,327

        維持補修費 181,575

        減価償却費 317,980

        その他 -

      その他の業務費用 7,630

        支払利息 4,049

        徴収 能引当金繰入額 101

        その他 3,481

    移転費用 155,185

      補助金等 83,574

      社会保障給付 20,975

      他会計への繰出金 50,434

      その他 203

  経常収益 41,843

    使用料及び手数料 3,293

    その他 38,549

純経常行政コスト 1,042,627

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    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 1,042,627

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



様式第 号

自治体名：渡名喜村

会計：一般会計等 単位：千

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分 不足分

前 度 純資産残高 5,725,093 6,422,523 -697,430

  純行政コスト △ -1,042,627 -1,042,627

  財源 880,912 880,912

    税収等 571,615 571,615

    国県等補助金 309,297 309,297

  度差額 -161,715 -161,715

  固定資産等の変動 部変動 -132,555 132,555

    形固定資産等の増加 89,864 -89,864

    形固定資産等の減少 -317,980 317,980

    貸付金・基金等の増加 115,638 -115,638

    貸付金・基金等の減少 -20,077 20,077

  資産評価差額 -3,005 -3,005

  無償所管換等 6,405 6,405

  その他 0 - 0

  度純資産変動額 -158,315 -129,156 -29,159

度 純資産残高 5,566,778 6,293,367 -726,590

純資産変動計算書
自　 成 日
至　 成 日



様式第 号

自治体名：渡名喜村

会計：一般会計等 単位：千円

資金収支計算書
自　 成 月 日
至　 成 月 日

科目名 金額

業務活動収支

  業務支出 766,170

    業務費用支出 610,985

      人件費支出 195,562

      物件費等支出 407,901

      支払利息支出 4,049

      その他の支出 3,473

    移転費用支出 155,185

      補助金等支出 83,574

      社会保障給付支出 20,975

      他会計への繰出支出 50,434

      その他の支出 203

  業務収入 792,869

    税収等収入 571,247

    国県等補助金収入 187,687

    使用料及び手数料収入 3,297

    その他の収入 30,637

  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 26,698

投資活動収支

  投資活動支出 203,341

    公共施設等整備費支出 89,864

    基金積立金支出 113,478

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 139,643

    国県等補助金収入 121,610

    基金取崩収入 18,033

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -63,698

財務活動収支

  財務活動支出 72,944

    地方債償還支出 61,617

    その他の支出 11,327

  財務活動収入 199,654

    地方債発行収入 199,654

前 度 歳計外現金残高 338

度歳計外現金増減額 133

度 歳計外現金残高 472

度 現金預金残高 174,357

    その他の収入 -

財務活動収支 126,710

度資金収支額 89,710

前 度 資金残高 84,175

度 資金残高 173,885


