
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 金額 科目名 金額

資産の部 債の部

  固定資産 5,844,167   固定 債 855,132

    形固定資産 5,598,083     地方債 804,232

      事業用資産 2,850,481     長期未払金 -

        土地 42,205     退職手当引当金 50,900

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,435,349     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,016,003   流動 債 88,620

        工作物 305,465     １年 償還予定地方債 75,563

        工作物減価償却累計額 -76,421     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 12,587

        航空機 -     預り金 469

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 16,650 債合計 943,751

        その他減価償却累計額 -6,743 純資産の部

        建設仮勘定 149,979   固定資産等形成分 6,243,550

      インフラ資産 2,692,436   余剰分 足分 -859,661

        土地 19,294

        建物 138,233

        建物減価償却累計額 -92,894

        工作物 4,783,609

        工作物減価償却累計額 -2,199,218

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 43,412

      物品 403,313

      物品減価償却累計額 -348,147

    無形固定資産 8,982

      ソフト ア 8,982

      その他 -

    投資その他の資産 237,101

      投資及び出資金 48,744

        価証券 24,071

        出資金 24,673

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,053

      長期貸付金 -

      基金 187,368

        減債基金 1,722

        その他 185,646

      その他 -

      徴収 能引当金 -64

  流動資産 483,473

    現金預金 83,653

    未収金 463

    短期貸付金 -

    基金 399,384

      政調整基金 399,384

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収 能引当金 -26 純資産合計 5,383,889

資産合計 6,327,640 債及び純資産合計 6,327,640

貸借対照表
令和 年 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　令和 月 日

科目名 金額

  経常費用 1,233,958

    業務費用 1,028,174

      人件費 195,549

        職員給 費 158,904

        賞 等引当金繰入額 12,587

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 24,058

      物件費等 824,330

        物件費 245,621

        維持補修費 272,116

        減価償却費 306,593

        その他 -

      その他の業務費用 8,294

        支払利息 3,384

        徴収 能引当金繰入額 89

        その他 4,821

    移転費用 205,785

      補助金等 116,780

      社会保障給付 20,813

      他会計への繰出金 68,004

      その他 188

  経常収益 34,103

    使用料及び手数料 5,197

    その他 28,906

純経常行政コスト 1,199,855

  臨時損失 812

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 812

    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 1,200,667

    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 5,566,778 6,293,367 -726,590

  純行政コスト △ -1,200,667 -1,200,667

  財源 1,015,258 1,015,258

    税収等 575,099 575,099

    国県等補助金 440,158 440,158

  度差額 -185,409 -185,409

  固定資産等の変動 部変動 -53,370 53,370

    形固定資産等の増加 243,100 -243,100

    形固定資産等の減少 -307,405 307,405

    貸付金・基金等の増加 79,225 -79,225

    貸付金・基金等の減少 -68,289 68,289

  資産評価差額 519 519

  無償所管換等 - -

  その他 2,002 3,034 -1,032

  度純資産変動額 -182,889 -49,817 -133,072

度 純資産残高 5,383,889 6,243,550 -859,661

純資産変動計算書
自　 成 日
至　令和 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　令和 月 日

科目名 金額

業務活動収支

  業務支出 926,854

    業務費用支出 721,069

      人件費支出 195,207

      物件費等支出 517,737

      支払利息支出 3,384

      その他の支出 4,740

    移転費用支出 205,785

      補助金等支出 116,780

      社会保障給付支出 20,813

      他会計への繰出支出 68,004

      その他の支出 188

  業務収入 903,197

    税収等収入 575,392

    国県等補助金収入 295,878

    使用料及び手数料収入 5,141

    その他の収入 26,785

  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 -23,657

投資活動収支

  投資活動支出 316,819

    公共施設等整備費支出 243,100

    基金積立金支出 73,719

    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 206,953

    国県等補助金収入 144,280

    基金取崩収入 62,673

    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 -109,866

財務活動収支

  財務活動支出 61,080

    地方債償還支出 61,080

    その他の支出 -

  財務活動収入 103,900

    地方債発行収入 103,900

前 度 歳計外現金残高 472

度歳計外現金増減額 -2

度 歳計外現金残高 469

度 現金預金残高 83,653

    その他の収入 -

財務活動収支 42,820

度資金収支額 -90,702

前 度 資金残高 173,885

度 資金残高 83,183


