
【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 14,864,997,344   固定負債 2,907,712,528
    有形固定資産 13,834,756,308     地方債等 2,451,232,374
      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 456,480,154
        建物減価償却累計額 △ 3,686,517,300   流動負債 289,401,631
        工作物 2,452,077,301     １年内償還予定地方債等 220,284,475
        工作物減価償却累計額 △ 1,538,214,834     未払金 24,897,984
        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 41,123,322
        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 3,197,114,159
        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 16,417,391,655
      インフラ資産 5,911,319,052   余剰分（不足分） △ 2,337,593,855
        土地 304,776,367   他団体出資等分 -
        建物 6,652,000
        建物減価償却累計額 △ 6,319,400
        工作物 20,872,605,684
        工作物減価償却累計額 △ 15,301,805,599
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 35,410,000
      物品 425,209,877
      物品減価償却累計額 △ 252,684,062
    無形固定資産 -
      ソフトウェア -
      その他 -
    投資その他の資産 1,030,241,036
      投資及び出資金 8,733,549
        有価証券 4,653,030
        出資金 4,080,519
        その他 -
      長期延滞債権 113,560,642
      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 △ 6,005,509
  流動資産 2,411,914,615
    現金預金 807,434,221
    未収金 53,882,469
    短期貸付金 -
    基金 1,552,394,311
      財政調整基金 1,451,932,926
      減債基金 100,461,385
    棚卸資産 1,222,584
    その他 -
    徴収不能引当金 △ 3,018,970
  繰延資産 - 純資産合計 14,079,797,800
資産合計 17,276,911,959 負債及び純資産合計 17,276,911,959

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

【坂祝町全体財務書類】



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 95,000
    その他 -
純行政コスト 4,500,779,627

    損失補償等引当金繰入額 -
    その他 -
  臨時利益 95,000

  臨時損失 2,718,672
    災害復旧事業費 -
    資産除売却損 2,718,672

    使用料及び手数料 212,882,297
    その他 165,505,182
純経常行政コスト 4,498,155,955

      社会保障給付 339,136,993
      その他 107,011,965
  経常収益 378,387,479

        その他 22,623,869
    移転費用 2,457,954,843
      補助金等 2,011,805,885

      その他の業務費用 48,433,595
        支払利息 24,135,480
        徴収不能引当金繰入額 1,674,246

        維持補修費 192,794,801
        減価償却費 614,246,682
        その他 88,729,526

        その他 123,678,880
      物件費等 1,665,210,252
        物件費 769,439,243

        職員給与費 540,142,542
        賞与等引当金繰入額 41,123,322
        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,876,543,434
    業務費用 2,418,588,591
      人件費 704,944,744

全体行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【坂祝町全体財務書類】



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 14,383,455,056 16,676,040,956 △ 2,292,585,900 -
  純行政コスト（△） △ 4,500,779,627 △ 4,500,779,627 -
  財源 4,181,377,726 4,181,377,726 -
    税収等 3,207,117,097 3,207,117,097 -
    国県等補助金 974,260,629 974,260,629 -
  本年度差額 △ 319,401,901 △ 319,401,901 -
  固定資産等の変動（内部変動） △ 270,489,375 270,489,375
    有形固定資産等の増加 227,212,075 △ 227,212,075
    有形固定資産等の減少 △ 616,965,354 616,965,354
    貸付金・基金等の増加 142,069,078 △ 142,069,078
    貸付金・基金等の減少 △ 22,805,174 22,805,174
  資産評価差額 △ 258,150 △ 258,150
  無償所管換等 12,098,224 12,098,224
  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 - - - -
  その他 3,904,571 - 3,904,571
  本年度純資産変動額 △ 303,657,256 △ 258,649,301 △ 45,007,955 -
本年度末純資産残高 14,079,797,800 16,417,391,655 △ 2,337,593,855 -

全体純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

【坂祝町全体財務書類】



【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 807,434,221

財務活動収支 90,717,112
本年度資金収支額 30,515,193
前年度末資金残高 773,823,178
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 804,338,371

    地方債等償還支出 218,582,888
    その他の支出 -
  財務活動収入 309,300,000
    地方債等発行収入 309,300,000
    その他の収入 -

    資産売却収入 95,000
    その他の収入 4,550,000
投資活動収支 △ 231,141,181
【財務活動収支】

  財務活動支出 218,582,888

    その他の支出 -
  投資活動収入 39,516,519
    国県等補助金収入 10,262,519
    基金取崩収入 21,109,000
    貸付金元金回収収入 3,500,000

  投資活動支出 270,657,700
    公共施設等整備費支出 237,940,392
    基金積立金支出 29,213,308
    投資及び出資金支出 4,000
    貸付金支出 3,500,000

    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 170,939,262
【投資活動収支】

    税収等収入 3,193,328,781
    国県等補助金収入 967,283,679
    使用料及び手数料収入 216,149,394
    その他の収入 55,752,617
  臨時支出 -

    移転費用支出 2,457,954,843
      補助金等支出 2,011,805,885
      社会保障給付支出 339,136,993
      その他の支出 107,011,965
  業務収入 4,432,514,471

    業務費用支出 1,803,620,366
      人件費支出 703,083,721
      物件費等支出 1,057,373,020
      支払利息支出 24,135,480
      その他の支出 19,028,145

全体資金収支計算書
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 4,261,575,209

【坂祝町全体財務書類】


