
自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 23,527,361

    有形固定資産 22,053,321

      事業用資産 8,251,450

        土地 2,257,877

        立木竹 138,589

        建物 12,454,277

        建物減価償却累計額 -6,684,257

        工作物 734,134

        工作物減価償却累計額 -665,047

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,876

      インフラ資産 13,737,285

        土地 1,256

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 31,289,536

        工作物減価償却累計額 -17,572,980

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 19,472

      物品 495,183

      物品減価償却累計額 -430,597

    無形固定資産 30,505

      ソフトウェア 30,505

      その他 -

    投資その他の資産 1,443,536

      投資及び出資金 14,618

        有価証券 2,209

        出資金 12,409

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 26,890

      長期貸付金 7,170

      基金 1,396,159

        減債基金 51,879

        その他 1,344,279

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,301

  流動資産 612,214

    現金預金 161,715

    未収金 3,987

    短期貸付金 -

    基金 446,524

      財政調整基金 446,524

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -13

資産合計 24,139,575

報告書（財務諸表）

金額



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 3,851,530

    地方債 3,344,180

    長期未払金 240,994

    退職手当引当金 262,732

    損失補償等引当金 -

    その他 3,624

  流動負債 606,967

    １年内償還予定地方債 498,371

    未払金 21,132

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 49,567

    預り金 33,231

    その他 4,666

負債合計 4,458,497

【純資産の部】

  固定資産等形成分 23,973,885

  余剰分（不足分） -4,292,808

純資産合計 19,681,078

負債及び純資産合計 24,139,575



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 3,848,802

    業務費用 2,746,429

      人件費 661,898

        職員給与費 588,270

        賞与等引当金繰入額 49,567

        退職手当引当金繰入額 -14,570

        その他 38,631

      物件費等 2,043,245

        物件費 975,591

        維持補修費 135,630

        減価償却費 930,641

        その他 1,383

      その他の業務費用 41,287

        支払利息 39,457

        徴収不能引当金繰入額 610

        その他 1,220

    移転費用 1,102,373

      補助金等 651,074

      社会保障給付 199,683

      他会計への繰出金 239,214

      その他 12,402

  経常収益 188,202

    使用料及び手数料 114,725

    その他 73,477

純経常行政コスト 3,660,600

  臨時損失 515

    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 515

  臨時利益 3,378

    資産売却益 3,378

    その他 -

純行政コスト 3,657,737

報告書（財務諸表）

金額



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （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 20,238,816 24,768,954 -4,530,138

  純行政コスト（△） -3,657,737 -3,657,737

  財源 3,099,999 3,099,999

    税収等 2,335,941 2,335,941

    国県等補助金 764,057 764,057

  本年度差額 -557,738 -557,738

  固定資産等の変動（内部変動） -795,069 795,069

    有形固定資産等の増加 258,790 -258,790

    有形固定資産等の減少 -930,641 930,641

    貸付金・基金等の増加 143,953 -143,953

    貸付金・基金等の減少 -267,172 267,172

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -557,738 -795,069 237,331

本年度末純資産残高 19,681,078 23,973,885 -4,292,808

報告書（財務諸表）



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 2,930,286

    業務費用支出 1,827,913

      人件費支出 674,633

      物件費等支出 1,117,127

      支払利息支出 39,457

      その他の支出 -3,303

    移転費用支出 1,102,373

      補助金等支出 651,074

      社会保障給付支出 199,683

      他会計への繰出支出 239,214

      その他の支出 12,402

  業務収入 3,294,490

    税収等収入 2,342,984

    国県等補助金収入 764,057

    使用料及び手数料収入 113,972

    その他の収入 73,477

  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 364,204

【投資活動収支】

  投資活動支出 402,744

    公共施設等整備費支出 258,790

    基金積立金支出 143,173

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 780

    その他の支出 -

  投資活動収入 266,084

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 262,379

    貸付金元金回収収入 328

    資産売却収入 3,378

    その他の収入 -

投資活動収支 -136,659

【財務活動収支】

  財務活動支出 505,185

    地方債償還支出 483,812

    その他の支出 21,373

  財務活動収入 260,223

    地方債発行収入 260,223

    その他の収入 -

財務活動収支 -244,962

本年度資金収支額 -17,417

前年度末資金残高 145,901

本年度末資金残高 128,484

前年度末歳計外現金残高 33,231

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 33,231

本年度末現金預金残高 161,715

報告書（財務諸表）

金額


