
【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 14,613,419,035   固定負債 2,961,824,228

    有形固定資産 13,572,014,459     地方債等 2,508,055,483

      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 453,768,745

        建物減価償却累計額 △ 3,861,986,899   流動負債 266,050,602

        工作物 2,476,892,701     １年内償還予定地方債等 218,270,891

        工作物減価償却累計額 △ 1,619,279,139     未払金 2,983,968

        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 42,544,458

        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 3,227,874,830

        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 16,066,993,170

      インフラ資産 5,744,808,239   余剰分（不足分） △ 2,364,692,090

        土地 308,350,447   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 21,025,312,129

        工作物減価償却累計額 △ 15,610,282,137

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,095,200

      物品 456,196,914

      物品減価償却累計額 △ 304,270,792

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,041,404,576

      投資及び出資金 8,738,089

        有価証券 4,891,700

        出資金 3,846,389

        その他 -

      長期延滞債権 110,575,568

      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 △ 7,606,435

  流動資産 2,316,756,875

    現金預金 811,744,017

    未収金 53,290,558

    短期貸付金 -

    基金 1,453,574,135

      財政調整基金 1,353,027,358

      減債基金 100,546,777

    棚卸資産 1,225,414

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 3,077,249

  繰延資産 - 純資産合計 13,702,301,080

資産合計 16,930,175,910 負債及び純資産合計 16,930,175,910

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）

【坂祝町全体財務書類】



【様式第2号】

（単位：円）

全体行政コスト計算書
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 4,874,222,768

    業務費用 2,416,193,590

      人件費 748,451,330

        職員給与費 568,675,160

        賞与等引当金繰入額 42,544,458

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 137,231,712

      物件費等 1,583,950,915

        物件費 868,981,693

        維持補修費 97,048,250

        減価償却費 617,920,972

        その他 -

      その他の業務費用 83,791,345

        支払利息 20,908,320

        徴収不能引当金繰入額 10,769,345

        その他 52,113,680

    移転費用 2,458,029,178

      補助金等 2,008,466,098

      社会保障給付 360,302,681

      その他 89,260,399

  経常収益 285,186,250

    使用料及び手数料 220,445,148

    その他 64,741,102

純経常行政コスト 4,589,036,518

  臨時損失 897,630

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 897,630

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 640,000

    資産売却益 640,000

    その他 -

純行政コスト 4,589,294,148

【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 14,079,797,800 16,417,391,655 △ 2,337,593,855 -

  純行政コスト（△） △ 4,589,294,148 △ 4,589,294,148 -

  財源 4,139,252,912 4,139,252,912 -

    税収等 3,210,964,392 3,210,964,392 -

    国県等補助金 928,288,520 928,288,520 -

  本年度差額 △ 450,041,236 △ 450,041,236 -

  固定資産等の変動（内部変動） △ 418,940,015 418,940,015

    有形固定資産等の増加 287,773,893 △ 287,773,893

    有形固定資産等の減少 △ 618,818,602 618,818,602

    貸付金・基金等の増加 20,160,278 △ 20,160,278

    貸付金・基金等の減少 △ 108,055,584 108,055,584

  資産評価差額 238,670 238,670

  無償所管換等 68,302,860 68,302,860

  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 4,002,986 - 4,002,986

  本年度純資産変動額 △ 377,496,720 △ 350,398,485 △ 27,098,235 -

本年度末純資産残高 13,702,301,080 16,066,993,170 △ 2,364,692,090 -

全体純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

【坂祝町全体財務書類】



【様式第4号】

（単位：円）

全体資金収支計算書
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 4,243,669,831

    業務費用支出 1,785,640,653

      人件費支出 747,030,194

      物件費等支出 965,588,459

      支払利息支出 20,908,320

      その他の支出 52,113,680

    移転費用支出 2,458,029,178

      補助金等支出 2,008,466,098

      社会保障給付支出 360,302,681

      その他の支出 89,260,399

  業務収入 4,395,397,444

    税収等収入 3,203,488,681

    国県等補助金収入 924,072,570

    使用料及び手数料収入 218,875,813

    その他の収入 48,960,380

  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 151,727,613

【投資活動収支】

  投資活動支出 319,707,917

    公共施設等整備費支出 309,898,093

    基金積立金支出 6,309,824

    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 118,325,140

    国県等補助金収入 8,023,000

    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 1,032,140

投資活動収支 △ 201,382,777

【財務活動収支】

  財務活動支出 220,284,475

    地方債等償還支出 220,284,475

    その他の支出 -

  財務活動収入 275,094,000

    地方債等発行収入 275,094,000

    その他の収入 -

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 811,744,017

財務活動収支 54,809,525

本年度資金収支額 5,154,361

前年度末資金残高 804,338,371

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 809,492,732

【坂祝町全体財務書類】


