
自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 29,872,405

    有形固定資産 27,883,518

      事業用資産 8,567,390

        土地 2,276,075

        立木竹 138,589

        建物 12,881,816

        建物減価償却累計額 -6,886,094

        工作物 1,125,418

        工作物減価償却累計額 -984,327

        船舶 92

        船舶減価償却累計額 -55

        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 19,168,158

        土地 3,351

        建物 789,457

        建物減価償却累計額 -411,218

        工作物 40,096,395

        工作物減価償却累計額 -21,329,947

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 20,120

      物品 750,100

      物品減価償却累計額 -602,130

    無形固定資産 53,323

      ソフトウェア 53,323

      その他 -

    投資その他の資産 1,935,564

      投資及び出資金 14,618

        有価証券 2,209

        出資金 12,409

        その他 -

      長期延滞債権 39,377

      長期貸付金 7,170

      基金 1,875,504

        減債基金 51,879

        その他 1,823,625

      その他 330

      徴収不能引当金 -1,434

  流動資産 703,090

    現金預金 248,367

    未収金 8,089

    短期貸付金 -

    基金 446,647

      財政調整基金 446,647

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -13

  繰延資産 -

資産合計 30,575,494

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 5,120,553

    地方債等 4,455,151

    長期未払金 306,490

    退職手当引当金 355,287

    損失補償等引当金 -

    その他 3,626

  流動負債 792,060

    １年内償還予定地方債等 625,433

    未払金 64,035

    未払費用 2,656

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 61,070

    預り金 34,131

    その他 4,736

負債合計 5,912,613

【純資産の部】

  固定資産等形成分 30,319,052

  余剰分（不足分） -5,656,171

  他団体出資等分 -

純資産合計 24,662,881

負債及び純資産合計 30,575,494



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 5,631,688

    業務費用 3,397,671

      人件費 844,521

        職員給与費 751,190

        賞与等引当金繰入額 61,071

        退職手当引当金繰入額 -14,135

        その他 46,395

      物件費等 2,463,868

        物件費 1,136,747

        維持補修費 150,017

        減価償却費 1,175,645

        その他 1,458

      その他の業務費用 89,282

        支払利息 61,377

        徴収不能引当金繰入額 494

        その他 27,411

    移転費用 2,234,017

      補助金等 2,019,724

      社会保障給付 199,683

      その他 14,611

  経常収益 413,960

    使用料及び手数料 194,077

    その他 219,883

純経常行政コスト 5,217,728

  臨時損失 1,211

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 696

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 515

  臨時利益 5,419

    資産売却益 5,419

    その他 -

純行政コスト 5,213,520

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：連結会計   

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 25,135,295 30,639,813 -5,504,518 -

  純行政コスト（△） -5,213,520 -5,213,520 -

  財源 4,723,521 4,723,521 -

    税収等 3,344,484 3,344,484 -

    国県等補助金 1,379,037 1,379,037 -

  本年度差額 -490,000 -490,000 -

  固定資産等の変動（内部変動） -766,188 766,188

    有形固定資産等の増加 526,020 -526,020

    有形固定資産等の減少 -1,176,532 1,176,532

    貸付金・基金等の増加 238,890 -238,890

    貸付金・基金等の減少 -354,566 354,566

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 140 140

  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 17,336 445,287 -427,951 -

  その他 119 0 119

  本年度純資産変動額 -472,405 -320,762 -151,643 -

本年度末純資産残高 24,662,890 30,319,052 -5,656,162 -

報告書（連結財務諸表）



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：連結会計   

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 4,500,030

    業務費用支出 2,266,013

      人件費支出 860,309

      物件費等支出 1,321,552

      支払利息支出 61,377

      その他の支出 22,776

    移転費用支出 2,234,017

      補助金等支出 2,019,724

      社会保障給付支出 199,683

      その他の支出 14,611

  業務収入 5,135,652

    税収等収入 3,348,736

    国県等補助金収入 1,379,037

    使用料及び手数料収入 194,704

    その他の収入 213,175

  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 635,622

【投資活動収支】

  投資活動支出 776,028

    公共施設等整備費支出 531,081

    基金積立金支出 227,924

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 17,023

    その他の支出 -

  投資活動収入 368,739

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 290,748

    貸付金元金回収収入 22,705

    資産売却収入 5,419

    その他の収入 49,867

投資活動収支 -407,289

【財務活動収支】

  財務活動支出 638,534

    地方債等償還支出 617,161

    その他の支出 21,373

  財務活動収入 405,623

    地方債等発行収入 405,623

    その他の収入 -

財務活動収支 -232,911

本年度資金収支額 -4,578

前年度末資金残高 199,568

比例連結割合変更に伴う差額 19,431

本年度末資金残高 214,421

前年度末歳計外現金残高 33,345

本年度歳計外現金増減額 601

本年度末歳計外現金残高 33,946

本年度末現金預金残高 248,367

報告書（連結財務諸表）

金額


