
渡名喜村_一般会計等 【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 5,869,791   固定負債 656,257

    有形固定資産 5,685,050     地方債 583,210

      事業用資産 2,553,792     長期未払金 -

        土地 42,205     退職手当引当金 61,720

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,628,278     その他 11,327

        建物減価償却累計額 -1,721,760   流動負債 108,981

        工作物 369,833     １年内償還予定地方債 85,833

        工作物減価償却累計額 -31,860     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 -     賞与等引当金 11,143

        航空機 -     預り金 679

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,327

        その他 16,650 負債合計 765,238

        その他減価償却累計額 -5,394 【純資産の部】

        建設仮勘定 255,841   固定資産等形成分 6,234,193

      インフラ資産 2,997,624   余剰分（不足分） -714,715

        土地 19,294

        建物 138,233

        建物減価償却累計額 -80,049

        工作物 4,684,185

        工作物減価償却累計額 -1,786,072

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,032

      物品 427,218

      物品減価償却累計額 -293,583

    無形固定資産 24,371

      ソフトウェア 24,371

      その他 -

    投資その他の資産 160,370

      投資及び出資金 43,551

        有価証券 18,878

        出資金 24,673

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,111

      長期貸付金 -

      基金 115,723

        減債基金 1,722

        その他 114,001

      その他 -

      徴収不能引当金 -16

  流動資産 414,926

    現金預金 49,921

    未収金 615

    短期貸付金 -

    基金 364,403

      財政調整基金 364,403

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -12 純資産合計 5,519,479

資産合計 6,284,717 負債及び純資産合計 6,284,717

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



渡名喜村_一般会計等 【様式第2号】

（単位：千円）

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 924,771

    業務費用 756,957

      人件費 235,092

        職員給与費 155,085

        賞与等引当金繰入額 11,143

        退職手当引当金繰入額 2,155

        その他 66,709

      物件費等 514,300

        物件費 188,176

        維持補修費 24,899

        減価償却費 300,692

        その他 533

      その他の業務費用 7,565

        支払利息 5,878

        徴収不能引当金繰入額 28

        その他 1,659

    移転費用 167,813

      補助金等 79,180

      社会保障給付 25,809

      他会計への繰出金 62,418

      その他 406

  経常収益 27,665

    使用料及び手数料 4,096

    その他 23,569

純経常行政コスト 897,106

  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 897,106

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



渡名喜村_一般会計等 【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 5,399,489 6,126,085 -726,596

  純行政コスト（△） -897,106 -897,106

  財源 1,016,847 1,016,847

    税収等 609,379 609,379

    国県等補助金 407,468 407,468

  本年度差額 119,742 119,742

  固定資産等の変動（内部変動） 107,860 -107,860

    有形固定資産等の増加 350,479 -350,479

    有形固定資産等の減少 -300,692 300,692

    貸付金・基金等の増加 59,225 -59,225

    貸付金・基金等の減少 -1,152 1,152

  資産評価差額 246 246

  無償所管換等 - -

  その他 1 1 -

  本年度純資産変動額 119,989 108,108 11,881

本年度末純資産残高 5,519,479 6,234,193 -714,715

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



渡名喜村_一般会計等 【様式第4号】

（単位：千円）

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 621,982

    業務費用支出 454,169

      人件費支出 233,074

      物件費等支出 214,471

      支払利息支出 5,878

      その他の支出 745

    移転費用支出 167,813

      補助金等支出 79,180

      社会保障給付支出 25,809

      他会計への繰出支出 62,418

      その他の支出 406

  業務収入 741,313

    税収等収入 609,414

    国県等補助金収入 104,233

    使用料及び手数料収入 4,096

    その他の収入 23,569

  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 119,331

【投資活動収支】

  投資活動支出 408,573

    公共施設等整備費支出 350,479

    基金積立金支出 58,094

    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 303,235

    国県等補助金収入 303,235

    基金取崩収入 -

    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 -105,338

【財務活動収支】

  財務活動支出 91,619

    地方債償還支出 80,292

    その他の支出 11,327

  財務活動収入 74,723

    地方債発行収入 74,723

前年度末歳計外現金残高 472

本年度歳計外現金増減額 207

本年度末歳計外現金残高 679

本年度末現金預金残高 49,921

    その他の収入 -

財務活動収支 -16,896

本年度資金収支額 -2,904

前年度末資金残高 52,145

本年度末資金残高 49,242


