
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 14,437,261,261   固定負債 2,434,781,913
    有形固定資産 12,785,590,034     地方債 2,434,781,913
      事業用資産 7,750,911,441     長期未払金 -
        土地 3,737,559,804     退職手当引当金 -
        立木竹 -     損失補償等引当金 -
        建物 6,786,006,470     その他 -
        建物減価償却累計額 △ 3,686,517,300   流動負債 261,112,203
        工作物 2,452,077,301     １年内償還予定地方債 217,941,031
        工作物減価償却累計額 △ 1,538,214,834     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 40,075,322
        航空機 -     預り金 3,095,850
        航空機減価償却累計額 -     その他 -
        その他 - 負債合計 2,695,894,116
        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 15,803,345,363
      インフラ資産 4,880,823,132   余剰分（不足分） △ 2,556,251,359
        土地 301,673,477
        建物 -
        建物減価償却累計額 -
        工作物 18,722,387,315
        工作物減価償却累計額 △ 14,174,017,660
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 30,780,000
      物品 295,251,249
      物品減価償却累計額 △ 141,395,788
    無形固定資産 -
      ソフトウェア -
      その他 -
    投資その他の資産 1,651,671,227
      投資及び出資金 672,224,506
        有価証券 4,653,030
        出資金 667,571,476
        その他 -
      投資損失引当金 -
      長期延滞債権 68,796,604
      長期貸付金 1,000,000
      基金 591,528,354
        減債基金 -
        その他 591,528,354
      その他 321,424,000
      徴収不能引当金 △ 3,302,237
  流動資産 1,505,726,859
    現金預金 122,456,395
    未収金 18,052,902
    短期貸付金 -
    基金 1,366,084,102
      財政調整基金 1,265,622,717
      減債基金 100,461,385
    棚卸資産 -
    その他 -
    徴収不能引当金 △ 866,540 純資産合計 13,247,094,004
資産合計 15,942,988,120 負債及び純資産合計 15,942,988,120

一般会計等貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

【坂祝町一般会計等財務書類】



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -
純行政コスト 3,132,335,949

    その他 -
  臨時利益 95,000
    資産売却益 95,000

    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 -

純経常行政コスト 3,132,430,949
  臨時損失 -
    災害復旧事業費 -

  経常収益 192,253,896
    使用料及び手数料 38,475,667
    その他 153,778,229

      社会保障給付 339,019,291
      他会計への繰出金 266,516,534
      その他 18,921,965

        その他 17,591,588
    移転費用 1,119,293,820
      補助金等 494,836,030

      その他の業務費用 41,693,505
        支払利息 23,322,845
        徴収不能引当金繰入額 779,072

        維持補修費 186,306,963
        減価償却費 564,416,693
        その他 -

        その他 119,524,380
      物件費等 1,477,176,515
        物件費 726,452,859

        職員給与費 526,921,303
        賞与等引当金繰入額 40,075,322
        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,324,684,845
    業務費用 2,205,391,025
      人件費 686,521,005

一般会計等行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【坂祝町一般会計等財務書類】



【様式第3号】

（単位：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 13,637,902,363 16,034,321,904 △ 2,396,419,541
  純行政コスト（△） △ 3,132,335,949 △ 3,132,335,949
  財源 2,729,687,516 2,729,687,516
    税収等 2,223,004,996 2,223,004,996
    国県等補助金 506,682,520 506,682,520
  本年度差額 △ 402,648,433 △ 402,648,433
  固定資産等の変動（内部変動） △ 242,816,615 242,816,615
    有形固定資産等の増加 181,102,845 △ 181,102,845
    有形固定資産等の減少 △ 564,416,693 564,416,693
    貸付金・基金等の増加 140,497,233 △ 140,497,233
    貸付金・基金等の減少 - -
  資産評価差額 △ 258,150 △ 258,150
  無償所管換等 12,098,224 12,098,224
  その他 - - -
  本年度純資産変動額 △ 390,808,359 △ 230,976,541 △ 159,831,818
本年度末純資産残高 13,247,094,004 15,803,345,363 △ 2,556,251,359

一般会計等純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

【坂祝町一般会計等財務書類】



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 2,324,404
本年度歳計外現金増減額 771,446
本年度末歳計外現金残高 3,095,850
本年度末現金預金残高 122,456,395

    その他の収入 -
財務活動収支 92,970,397
本年度資金収支額 △ 67,740,837
前年度末資金残高 187,101,382
本年度末資金残高 119,360,545

  財務活動支出 216,329,603
    地方債償還支出 216,329,603
    その他の支出 -
  財務活動収入 309,300,000
    地方債発行収入 309,300,000

    貸付金元金回収収入 3,500,000
    資産売却収入 95,000
    その他の収入 -
投資活動収支 △ 203,537,759
【財務活動収支】

    貸付金支出 3,500,000
    その他の支出 -
  投資活動収入 9,964,000
    国県等補助金収入 6,369,000
    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 213,501,759
    公共施設等整備費支出 181,102,845
    基金積立金支出 28,894,914
    投資及び出資金支出 4,000

  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 42,826,525

  業務収入 2,800,487,182
    税収等収入 2,219,170,929
    国県等補助金収入 500,313,520
    使用料及び手数料収入 38,656,757
    その他の収入 42,345,976

    移転費用支出 1,119,293,820
      補助金等支出 494,836,030
      社会保障給付支出 339,019,291
      他会計への繰出支出 266,516,534
      その他の支出 18,921,965

    業務費用支出 1,638,366,837
      人件費支出 684,692,582
      物件費等支出 916,355,546
      支払利息支出 23,322,845
      その他の支出 13,995,864

一般会計等資金収支計算書
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 2,757,660,657

【坂祝町一般会計等財務書類】


