
渡名喜村_連結会計 【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 6,966,173   固定負債 837,599

    有形固定資産 6,701,727     地方債等 693,757

      事業用資産 2,554,924     長期未払金 -

        土地 42,501     退職手当引当金 130,561

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,629,444     その他 13,281

        建物減価償却累計額 -1,722,103   流動負債 118,285

        工作物 369,848     １年内償還予定地方債等 93,509

        工作物減価償却累計額 -31,863     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 11,760

        航空機 -     預り金 760

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,256

        その他 16,650 負債合計 955,883

        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 7,345,268

      インフラ資産 4,006,575   余剰分（不足分） -869,051

        土地 21,293   他団体出資等分 -

        建物 394,136

        建物減価償却累計額 -275,688

        工作物 6,819,461

        工作物減価償却累計額 -2,974,658

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,032

      物品 436,416

      物品減価償却累計額 -296,187

    無形固定資産 24,477

      ソフトウェア 24,477

      その他 -

    投資その他の資産 239,970

      投資及び出資金 43,551

        有価証券 18,878

        出資金 24,673

        その他 -

      長期延滞債権 4,173

      長期貸付金 99

      基金 192,533

        減債基金 1,722

        その他 190,811

      その他 -

      徴収不能引当金 -387

  流動資産 465,927

    現金預金 83,341

    未収金 3,888

    短期貸付金 -

    基金 379,094

      財政調整基金 379,094

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -397

  繰延資産 - 純資産合計 6,476,216

資産合計 7,432,100 負債及び純資産合計 7,432,100

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



渡名喜村_連結会計 【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 1,207,021

    業務費用 917,112

      人件費 265,195

        職員給与費 178,442

        賞与等引当金繰入額 11,760

        退職手当引当金繰入額 6,303

        その他 68,691

      物件費等 627,394

        物件費 218,902

        維持補修費 30,783

        減価償却費 377,166

        その他 543

      その他の業務費用 24,523

        支払利息 8,828

        徴収不能引当金繰入額 784

        その他 14,911

    移転費用 289,909

      補助金等 263,651

      社会保障給付 25,809

      その他 449

  経常収益 46,794

    使用料及び手数料 22,645

    その他 24,148

純経常行政コスト 1,160,228

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 1,160,228



渡名喜村_連結会計 【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 6,406,769 7,308,408 -901,639 -

  純行政コスト（△） -1,160,228 -1,160,228 -

  財源 1,229,428 1,229,428 -

    税収等 722,485 722,485 -

    国県等補助金 506,943 506,943 -

  本年度差額 69,200 69,200 -

  固定資産等の変動（内部変動） 36,612 -36,612

    有形固定資産等の増加 351,033 -351,033

    有形固定資産等の減少 -377,166 377,166

    貸付金・基金等の増加 68,028 -68,028

    貸付金・基金等の減少 -5,283 5,283

  資産評価差額 246 246

  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 1 1 -

  本年度純資産変動額 69,448 36,860 32,588 -

本年度末純資産残高 6,476,216 7,345,268 -869,051 -

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



渡名喜村_連結会計 【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 821,335

    業務費用支出 531,426

      人件費支出 258,981

      物件費等支出 251,091

      支払利息支出 8,828

      その他の支出 12,526

    移転費用支出 289,909

      補助金等支出 263,651

      社会保障給付支出 25,809

      その他の支出 449

  業務収入 969,606

    税収等収入 721,406

    国県等補助金収入 203,708

    使用料及び手数料収入 20,365

    その他の収入 24,127

  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 148,271

【投資活動収支】

  投資活動支出 415,019

    公共施設等整備費支出 351,029

    基金積立金支出 63,990

    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 305,350

    国県等補助金収入 303,235

    基金取崩収入 2,115

    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 -109,670

【財務活動収支】

  財務活動支出 104,355

    地方債等償還支出 92,099

    その他の支出 12,256

  財務活動収入 74,786

    地方債等発行収入 74,723

    その他の収入 63

前年度末歳計外現金残高 472

本年度歳計外現金増減額 224

本年度末歳計外現金残高 696

本年度末現金預金残高 83,341

財務活動収支 -29,569

本年度資金収支額 9,032

前年度末資金残高 73,612

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 82,645


