
【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 15,723,137,631   固定負債 3,419,866,237
    有形固定資産 14,133,640,960     地方債等 2,479,986,799
      事業用資産 7,951,427,759     長期未払金 -
        土地 3,803,805,476     退職手当引当金 472,398,411
        立木竹 -     損失補償等引当金 -
        建物 7,067,361,047     その他 467,481,027
        建物減価償却累計額 △ 3,835,812,586   流動負債 308,239,071
        工作物 2,490,980,610     １年内償還予定地方債等 232,350,590
        工作物減価償却累計額 △ 1,574,960,052     未払金 25,010,080
        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 46,978,817
        航空機 -     預り金 3,096,767
        航空機減価償却累計額 -     その他 802,817
        その他 15,394 負債合計 3,728,105,308
        その他減価償却累計額 △ 12,428 【純資産の部】

        建設仮勘定 50,298   固定資産等形成分 17,309,139,150
      インフラ資産 5,911,319,052   余剰分（不足分） △ 2,790,627,695
        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 976,877,831
      物品減価償却累計額 △ 705,983,682
    無形固定資産 182
      ソフトウェア -
      その他 182
    投資その他の資産 1,589,496,489
      投資及び出資金 15,453,649
        有価証券 11,117,020
        出資金 4,336,629
        その他 -
      長期延滞債権 113,582,430
      長期貸付金 1,000,000
      基金 1,403,238,156
        減債基金 -
        その他 1,403,238,156
      その他 62,229,519
      徴収不能引当金 △ 6,007,265
  流動資産 2,523,479,132
    現金預金 884,893,522
    未収金 54,013,558
    短期貸付金 -
    基金 1,586,001,519
      財政調整基金 1,485,540,134
      減債基金 100,461,385
    棚卸資産 1,590,862
    その他 -
    徴収不能引当金 △ 3,020,329
  繰延資産 - 純資産合計 14,518,511,455
資産合計 18,246,616,763 負債及び純資産合計 18,246,616,763

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

【坂祝町連結財務書類】



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 97,281
    その他 -
純行政コスト 5,643,444,586

    損失補償等引当金繰入額 -
    その他 -
  臨時利益 97,281

  臨時損失 2,722,284
    災害復旧事業費 -
    資産除売却損 2,722,284

    使用料及び手数料 221,158,305
    その他 199,147,570
純経常行政コスト 5,640,819,583

      社会保障給付 1,590,445,693
      その他 107,102,871
  経常収益 420,305,875

        その他 49,017,742
    移転費用 3,392,710,575
      補助金等 1,695,162,011

      その他の業務費用 75,164,713
        支払利息 24,469,610
        徴収不能引当金繰入額 1,677,361

        維持補修費 204,043,929
        減価償却費 643,753,619
        その他 88,818,940

        その他 123,932,761
      物件費等 1,797,994,764
        物件費 861,378,276

        職員給与費 624,132,352
        賞与等引当金繰入額 46,978,817
        退職手当引当金繰入額 211,476

  経常費用 6,061,125,458
    業務費用 2,668,414,883
      人件費 795,255,406

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【坂祝町連結財務書類】



【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 14,791,577,542 17,090,770,056 △ 2,299,192,514 -
  純行政コスト（△） △ 5,643,444,586 △ 5,643,444,586 -
  財源 5,354,485,109 5,354,485,109 -
    税収等 3,828,868,071 3,828,868,071 -
    国県等補助金 1,525,617,038 1,525,617,038 -
  本年度差額 △ 288,959,477 △ 288,959,477 -
  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 △ 258,150
  無償所管換等 11,456,044
  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 895 -
  その他 4,694,601
  本年度純資産変動額 △ 273,066,087 218,369,094 △ 491,435,181 -
本年度末純資産残高 14,518,511,455 17,309,139,150 △ 2,790,627,695 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

【坂祝町連結財務書類】


