
様式第 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 6,822,831   固定 債 1,060,448

    形固定資産 6,469,212     地方債等 908,502

      事業用資産 2,851,179     長期未払金 34

        土地 42,488     退職手当引当金 151,686

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,436,028     その他 226

        建物減価償却累計額 -2,016,274   流動 債 98,265

        工作物 305,488     １年 償還予定地方債等 83,869

        工作物減価償却累計額 -76,438     未払金 3

        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 13,376

        航空機 -     預り金 695

        航空機減価償却累計額 -     その他 322

        その他 16,650 債合計 1,158,713

        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 7,237,515

      インフラ資産 3,560,641   余剰分 足分 -1,025,243

        土地 21,293   他団体出資等分 -

        建物 394,136

        建物減価償却累計額 -294,768

        工作物 6,938,963

        工作物減価償却累計額 -3,601,837

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 102,855

      物品 412,453

      物品減価償却累計額 -355,061

    無形固定資産 9,109

      ソフト ア 9,109

      その他 -

    投資その他の資産 344,509

      投資及び出資金 34,677

        価証券 24,071

        出資金 10,606

        その他 -

      長期延滞債権 5,507

      長期貸付金 77

      基金 305,013

        減債基金 1,722

        その他 303,290

      その他 -

      徴収 能引当金 -765

  流動資産 548,154

    現金預金 131,061

    未収金 3,063

    短期貸付金 -

    基金 414,684

      政調整基金 414,684

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収 能引当金 -653

  繰延資産 - 純資産合計 6,212,272

資産合計 7,370,985 債及び純資産合計 7,370,985

連結貸借対照表
令和 年 日現在



様式第 号

自治体名：渡名喜村

会計：連結会計 単位：千円

連結行政コスト計算書
自　 成 月 日
至　令和 月 日

科目名 金額

  経常費用 1,502,333

    業務費用 1,183,099

      人件費 233,157

        職員給 費 179,006

        賞 等引当金繰入額 13,376

        退職手当引当金繰入額 12,857

        その他 27,919

      物件費等 934,395

        物件費 272,162

        維持補修費 282,877

        減価償却費 379,355

        その他 0

      その他の業務費用 15,547

        支払利息 5,687

        徴収 能引当金繰入額 1,418

        その他 8,442

    移転費用 319,234

      補助金等 298,227

      社会保障給付 20,816

      その他 190

  経常収益 53,199

      他会計への繰出金 1

    使用料及び手数料 22,031

    その他 31,168

純経常行政コスト 1,449,134

  臨時損失 812

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 812

    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 1,449,946



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 6,412,617 7,295,179 -882,562 -

  純行政コスト △ -1,449,946 -1,449,946 -

  財源 1,246,222 1,246,222 -

    税収等 656,527 656,527 -

    国県等補助金 589,694 589,694 -

  度差額 -203,725 -203,725 -

  固定資産等の変動 部変動 -67,378 67,378

    形固定資産等の増加 287,108 -287,108

    形固定資産等の減少 -380,375 380,375

    貸付金・基金等の増加 100,731 -100,731

    貸付金・基金等の減少 -74,842 74,842

  資産評価差額 519 519

  無償所管換等 0 0

  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 860 6,154 -5,294 -

  その他 2,002 3,041 -1,040

  度純資産変動額 -200,345 -57,664 -142,681 -

度 純資産残高 6,212,272 7,237,515 -1,025,243 -

連結純資産変動計算書
自　 成 日
至　令和 日



様式第 号

自治体名：渡名喜村

会計：連結会計 単位：千円

連結資金収支計算書
自　 成 月 日
至　令和 月 日

科目名 金額

業務活動収支

  業務支出 1,107,705

    業務費用支出 788,471

      人件費支出 219,932

      物件費等支出 555,040

      支払利息支出 5,687

      その他の支出 7,811

    移転費用支出 319,234

      補助金等支出 298,227

      社会保障給付支出 20,816

      その他の支出 190

  業務収入 1,138,146

    税収等収入 656,360

    国県等補助金収入 433,304

    使用料及び手数料収入 19,875

    その他の収入 28,607

  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 30,441

投資活動収支

  投資活動支出 375,322

    公共施設等整備費支出 286,678

    基金積立金支出 88,644

    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 220,105

    国県等補助金収入 156,390

    基金取崩収入 63,715

    貸付金元金回収収入 -

  財務活動収入 110,202

    地方債等発行収入 110,000

    その他の収入 202

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -155,217

財務活動収支

  財務活動支出 70,115

前 度 歳計外現金残高 523

度歳計外現金増減額 -31

度 歳計外現金残高 493

度 現金預金残高 131,061

      他会計への繰出支出 1

財務活動収支 40,087

度資金収支額 -84,689

前 度 資金残高 215,098

比例連結割合変更に伴う差額 159

度 資金残高 130,568

    地方債等償還支出 69,169

    その他の支出 946


