
【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 15,564,148,432   固定負債 3,546,378,670

    有形固定資産 13,886,969,903     地方債等 2,544,501,438

      事業用資産 7,880,584,950     長期未払金 -

        土地 3,805,864,710     退職手当引当金 536,808,782

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,239,680,754     その他 465,068,450

        建物減価償却累計額 △ 4,028,607,290   流動負債 280,480,284

        工作物 2,516,785,555     １年内償還予定地方債等 225,733,105

        工作物減価償却累計額 △ 1,657,158,096     未払金 3,062,365

        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 48,687,210

        航空機 -     預り金 2,261,797

        航空機減価償却累計額 -     その他 735,807

        その他 15,198 負債合計 3,826,858,954

        その他減価償却累計額 △ 13,481 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,017,600   固定資産等形成分 17,063,062,845

      インフラ資産 5,744,808,239   余剰分（不足分） △ 2,876,571,853

        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 1,082,294,008

      物品減価償却累計額 △ 820,717,294

    無形固定資産 180

      ソフトウェア -

      その他 180

    投資その他の資産 1,677,178,349

      投資及び出資金 15,409,654

        有価証券 11,298,178

        出資金 4,111,476

        その他 -

      長期延滞債権 110,592,141

      長期貸付金 1,000,000

      基金 1,496,121,053

        減債基金 -

        その他 1,496,121,053

      その他 61,663,162

      徴収不能引当金 △ 7,607,661

  流動資産 2,449,201,514

    現金預金 898,434,611

    未収金 53,396,442

    短期貸付金 -

    基金 1,498,914,413

      財政調整基金 1,398,367,636

      減債基金 100,546,777

    棚卸資産 1,536,645

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 3,080,597

  繰延資産 - 純資産合計 14,186,490,992

資産合計 18,013,349,946 負債及び純資産合計 18,013,349,946

連結貸借対照表
（平成30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 640,000

    その他 -

純行政コスト 5,775,157,366

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,334

  臨時利益 640,000

  臨時損失 1,210,542

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,195,208

    使用料及び手数料 229,277,227

    その他 86,347,109

純経常行政コスト 5,774,586,824

      社会保障給付 1,653,249,184

      その他 89,363,638

  経常収益 315,624,336

        その他 78,372,605

    移転費用 3,412,984,640

      補助金等 1,670,371,818

      その他の業務費用 110,296,287

        支払利息 21,151,518

        徴収不能引当金繰入額 10,772,164

        維持補修費 108,106,948

        減価償却費 651,352,948

        その他 65,951

        その他 137,455,335

      物件費等 1,720,717,685

        物件費 961,191,838

        職員給与費 654,579,913

        賞与等引当金繰入額 48,687,168

        退職手当引当金繰入額 5,490,132

  経常費用 6,090,211,160

    業務費用 2,677,226,520

      人件費 846,212,548

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【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 14,518,511,455 17,309,139,150 △ 2,790,627,695 -

  純行政コスト（△） △ 5,775,157,366 △ 5,775,157,366 -

  財源 5,345,037,793 5,345,037,793 -

    税収等 3,850,247,735 3,850,247,735 -

    国県等補助金 1,494,790,058 1,494,790,058 -

  本年度差額 △ 430,119,573 △ 430,119,573 -

  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 238,670

  無償所管換等 73,577,756

  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 20,233,142 -

  その他 4,049,542

  本年度純資産変動額 △ 332,020,463 △ 246,076,305 △ 85,944,158 -

本年度末純資産残高 14,186,490,992 17,063,062,845 △ 2,876,571,853 -

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

【坂祝町連結財務書類】


