
渡名喜村_全体会計 【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 6,886,667   固定負債 768,644

    有形固定資産 6,699,547     地方債等 693,757

      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 13,167

        建物減価償却累計額 -1,721,760   流動負債 117,852

        工作物 369,833     １年内償還予定地方債等 93,509

        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 11,519

        航空機 -     預り金 679

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,145

        その他 16,650 負債合計 886,495

        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 7,264,827

      インフラ資産 4,006,575   余剰分（不足分） -808,071

        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 434,655

      物品減価償却累計額 -295,475

    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 162,750

      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 3,722

      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 -247

  流動資産 456,584

    現金預金 75,450

    未収金 3,210

    短期貸付金 -

    基金 378,160

      財政調整基金 378,160

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -236

  繰延資産 - 純資産合計 6,456,756

資産合計 7,343,251 負債及び純資産合計 7,343,251

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



渡名喜村_全体会計 【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 1,076,695

    業務費用 884,021

      人件費 239,980

        職員給与費 159,358

        賞与等引当金繰入額 11,519

        退職手当引当金繰入額 2,155

        その他 66,947

      物件費等 623,237

        物件費 215,272

        維持補修費 30,777

        減価償却費 376,655

        その他 533

      その他の業務費用 20,804

        支払利息 8,828

        徴収不能引当金繰入額 483

        その他 11,494

    移転費用 192,674

      補助金等 166,459

      社会保障給付 25,809

      その他 406

  経常収益 46,158

    使用料及び手数料 22,589

    その他 23,569

純経常行政コスト 1,030,537

  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 1,030,537



渡名喜村_全体会計 【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 6,388,343 7,231,287 -842,944 -

  純行政コスト（△） -1,030,537 -1,030,537 -

  財源 1,098,701 1,098,701 -

    税収等 655,251 655,251 -

    国県等補助金 443,451 443,451 -

  本年度差額 68,164 68,164 -

  固定資産等の変動（内部変動） 33,292 -33,292

    有形固定資産等の増加 350,979 -350,979

    有形固定資産等の減少 -376,655 376,655

    貸付金・基金等の増加 62,124 -62,124

    貸付金・基金等の減少 -3,156 3,156

  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 68,412 33,540 34,872 -

本年度末純資産残高 6,456,756 7,264,827 -808,071 -

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_全体会計 【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 696,037

    業務費用支出 503,363

      人件費支出 237,941

      物件費等支出 247,445

      支払利息支出 8,828

      その他の支出 9,150

    移転費用支出 192,674

      補助金等支出 166,459

      社会保障給付支出 25,809

      その他の支出 406

  業務収入 838,742

    税収等収入 654,649

    国県等補助金収入 140,216

    使用料及び手数料収入 20,309

    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 142,705

【投資活動収支】

  投資活動支出 409,073

    公共施設等整備費支出 350,979

    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 -105,838

【財務活動収支】

  財務活動支出 104,244

    地方債等償還支出 92,099

    その他の支出 12,145

  財務活動収入 74,723

    地方債等発行収入 74,723

    その他の収入 -

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 75,450

財務活動収支 -29,521

本年度資金収支額 7,346

前年度末資金残高 67,425

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 74,771


