
様式第1号

自治体名：渡名喜村

会計：連結会計 単位：千

科目名 金額 科目名 金額

資産の部 債の部

  固定資産 6,883,250   固定 債 1,021,725

    形固定資産 6,554,487     地方債等 882,371

      事業用資産 2,798,887     長期未払金 -

        土地 42,501     退職手当引当金 138,942

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,357,802     その他 412

        建物減価償却累計額 -1,926,471   流動 債 82,620

        工作物 303,221     １ 償還予定地方債等 68,137

        工作物減価償却累計額 -61,374     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 13,021

        航空機 -     預り金 597

        航空機減価償却累計額 -     その他 865

        その他 16,650 債合計 1,104,345

        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 7,295,179

      インフラ資産 3,670,362   余剰分 足分 -882,562

        土地 21,293   他団体出資等分 -

        建物 394,136

        建物減価償却累計額 -288,408

        工作物 6,891,219

        工作物減価償却累計額 -3,398,378

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 50,500

      物品 424,349

      物品減価償却累計額 -339,110

    無形固定資産 17,169

      ソフト ア 17,169

      その他 -

    投資その他の資産 311,593

      投資及び出資金 31,127

        価証券 20,521

        出資金 10,606

        その他 -

      長期延滞債権 4,541

      長期貸付金 77

      基金 276,694

        減債基金 1,722

        その他 274,971

      その他 -

      徴収 能引当金 -845

  流動資産 633,712

    現金預金 215,621

    未収金 6,662

    短期貸付金 -

    基金 411,929

      政調整基金 411,929

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収 能引当金 -499

  繰延資産 - 純資産合計 6,412,617

資産合計 7,516,962 債及び純資産合計 7,516,962

連結貸借対照表
成31 3 31日現在



様式第 号

自治体名：渡名喜村

会計：連結会計 単位：千円

連結行政コスト計算書
自　 成 月 日
至　 成 月 日

科目名 金額

  経常費用 1,353,523

    業務費用 1,081,864

      人件費 228,611

        職員給 費 177,915

        賞 等引当金繰入額 13,021

        退職手当引当金繰入額 6,084

        その他 31,592

      物件費等 836,725

        物件費 253,248

        維持補修費 189,650

        減価償却費 393,826

        その他 0

      その他の業務費用 16,528

        支払利息 6,561

        徴収 能引当金繰入額 1,345

        その他 8,622

    移転費用 271,660

      補助金等 250,394

      社会保障給付 21,028

      その他 207

  経常収益 59,719

      他会計への繰出金 31

    使用料及び手数料 19,426

    その他 40,292

純経常行政コスト 1,293,805

  臨時損失 93

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 93

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1

    資産売却益 0

    その他 0

純行政コスト 1,293,897



様式第 号

自治体名：渡名喜村

会計：連結会計 単位：千

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 度 純資産残高 6,615,000 7,483,216 -868,216 -

  純行政コスト △ -1,293,897 -1,293,897 -

  財源 1,089,194 1,089,194 -

    税収等 651,254 651,254 -

    国県等補助金 437,941 437,941 -

  度差額 -204,703 -204,703 -

  固定資産等の変動 部変動 -189,582 189,582

    形固定資産等の増加 101,917 -101,917

    形固定資産等の減少 -393,920 393,920

    貸付金・基金等の増加 129,509 -129,509

    貸付金・基金等の減少 -27,088 27,088

  資産評価差額 -3,005 -3,005

  無償所管換等 6,405 6,405

  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 -1,103 -1,849 746 -

  その他 23 -7 29

  度純資産変動額 -202,384 -188,038 -14,346 -

度 純資産残高 6,412,617 7,295,179 -882,562 -

連結純資産変動計算書
自　 成 日
至　 成 日



様式第 号

自治体名：渡名喜村

会計：連結会計 単位：千円

連結資金収支計算書
自　 成 月 日
至　 成 月 日

科目名 金額

業務活動収支

  業務支出 951,962

    業務費用支出 680,303

      人件費支出 222,262

      物件費等支出 442,899

      支払利息支出 6,561

      その他の支出 8,580

    移転費用支出 271,660

      補助金等支出 250,394

      社会保障給付支出 21,028

      その他の支出 207

  業務収入 1,009,963

    税収等収入 650,529

    国県等補助金収入 308,441

    使用料及び手数料収入 19,697

    その他の収入 31,297

  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 58,001

投資活動収支

  投資活動支出 222,361

    公共施設等整備費支出 101,700

    基金積立金支出 120,661

    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 148,467

    国県等補助金収入 129,500

    基金取崩収入 18,967

    貸付金元金回収収入 -

  財務活動収入 203,628

    地方債等発行収入 203,554

    その他の収入 74

    資産売却収入 1

    その他の収入 -

投資活動収支 -73,893

財務活動収支

  財務活動支出 81,810

前 度 歳計外現金残高 380

度歳計外現金増減額 143

度 歳計外現金残高 523

度 現金預金残高 215,621

      他会計への繰出支出 31

財務活動収支 121,818

度資金収支額 105,925

前 度 資金残高 109,424

比例連結割合変更に伴う差額 -251

度 資金残高 215,098

    地方債等償還支出 69,497

    その他の支出 12,313


