
【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 14,181,133,174   固定負債 2,494,042,288

    有形固定資産 12,515,372,823     地方債 2,494,042,288

      事業用資産 7,675,280,098     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 6,938,076,031     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 3,861,986,899   流動負債 259,544,368

        工作物 2,476,892,701     １年内償還予定地方債 215,833,625

        工作物減価償却累計額 △ 1,619,279,139     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 41,459,458

        航空機 -     預り金 2,251,285

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,753,586,656

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,017,600   固定資産等形成分 15,448,238,738

      インフラ資産 4,705,011,378   余剰分（不足分） △ 2,637,614,577

        土地 305,247,557

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 18,819,160,590

        工作物減価償却累計額 △ 14,434,991,969

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,595,200

      物品 326,153,116

      物品減価償却累計額 △ 191,071,769

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,665,760,351

      投資及び出資金 672,229,046

        有価証券 4,891,700

        出資金 667,337,346

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 67,980,778

      長期貸付金 1,000,000

      基金 928,697,354

        減債基金 -

        その他 928,697,354

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 4,146,827

  流動資産 1,383,077,643

    現金預金 103,182,929

    未収金 13,619,968

    短期貸付金 -

    基金 1,267,105,564

      財政調整基金 1,166,558,787

      減債基金 100,546,777

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 830,818 純資産合計 12,810,624,161

資産合計 15,564,210,817 負債及び純資産合計 15,564,210,817

一般会計等貸借対照表
（平成30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）

一般会計等行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,295,775,108

    業務費用 2,134,120,905

      人件費 731,491,385

        職員給与費 556,744,535

        賞与等引当金繰入額 41,459,458

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 133,287,392

      物件費等 1,363,803,192

        物件費 704,547,336

        維持補修費 91,454,052

        減価償却費 567,801,804

        その他 -

      その他の業務費用 38,826,328

        支払利息 20,185,844

        徴収不能引当金繰入額 3,647,902

        その他 14,992,582

    移転費用 1,161,654,203

      補助金等 520,908,135

      社会保障給付 360,228,963

      他会計への繰出金 276,925,706

      その他 3,591,399

  経常収益 98,140,292

    使用料及び手数料 45,764,321

    その他 52,375,971

純経常行政コスト 3,197,634,816

  臨時損失 108,990

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 108,990

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 3,197,103,806

    その他 -

  臨時利益 640,000

    資産売却益 640,000

【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 13,247,094,004 15,803,345,363 △ 2,556,251,359

  純行政コスト（△） △ 3,197,103,806 △ 3,197,103,806

  財源 2,692,092,433 2,692,092,433

    税収等 2,189,270,005 2,189,270,005

    国県等補助金 502,822,428 502,822,428

  本年度差額 △ 505,011,373 △ 505,011,373

  固定資産等の変動（内部変動） △ 423,648,155 423,648,155

    有形固定資産等の増加 229,390,723 △ 229,390,723

    有形固定資産等の減少 △ 567,910,794 567,910,794

    貸付金・基金等の増加 20,001,916 △ 20,001,916

    貸付金・基金等の減少 △ 105,130,000 105,130,000

  資産評価差額 238,670 238,670

  無償所管換等 68,302,860 68,302,860

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 436,469,843 △ 355,106,625 △ 81,363,218

本年度末純資産残高 12,810,624,161 15,448,238,738 △ 2,637,614,577

一般会計等純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30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）

一般会計等資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,722,707,136

    業務費用支出 1,561,052,933

      人件費支出 730,107,249

      物件費等支出 795,767,258

      支払利息支出 20,185,844

      その他の支出 14,992,582

    移転費用支出 1,161,654,203

      補助金等支出 520,908,135

      社会保障給付支出 360,228,963

      他会計への繰出支出 276,925,706

      その他の支出 3,591,399

  業務収入 2,773,289,451

    税収等収入 2,191,340,323

    国県等補助金収入 499,214,428

    使用料及び手数料収入 46,139,451

    その他の収入 36,595,249

  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 50,582,315

【投資活動収支】

  投資活動支出 239,042,185

    公共施設等整備費支出 229,390,723

    基金積立金支出 6,151,462

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,500,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 112,878,000

    国県等補助金収入 3,608,000

    基金取崩収入 105,130,000

    貸付金元金回収収入 3,500,000

    資産売却収入 640,000

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 126,164,185

【財務活動収支】

  財務活動支出 217,941,031

    地方債償還支出 217,941,031

    その他の支出 -

  財務活動収入 275,094,000

    地方債発行収入 275,094,000

前年度末歳計外現金残高 3,095,850

本年度歳計外現金増減額 △ 844,565

本年度末歳計外現金残高 2,251,285

本年度末現金預金残高 103,182,929

    その他の収入 -

財務活動収支 57,152,969

本年度資金収支額 △ 18,428,901

前年度末資金残高 119,360,545

本年度末資金残高 100,931,644

【坂祝町一般会計等財務書類】


