
2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 10,043,211

    有形固定資産 7,410,007

      事業用資産 5,171,922

        土地 2,023,999

        立木竹 -

        建物 7,280,643

        建物減価償却累計額 -4,166,869

        工作物 196,075

        工作物減価償却累計額 -178,125

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 16,200

      インフラ資産 2,162,579

        土地 948

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 5,540,659

        工作物減価償却累計額 -3,382,321

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,294

      物品 106,486

      物品減価償却累計額 -30,980

    無形固定資産 39,960

      ソフトウェア 39,960

      その他 -

    投資その他の資産 2,593,244

      投資及び出資金 221,215

        有価証券 97,908

        出資金 123,307

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,326

      長期貸付金 35,006

      基金 2,327,696

        減債基金 189,745

        その他 2,137,951

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 504,828

    現金預金 112,862

    未収金 1,679

    短期貸付金 -

    基金 390,287

      財政調整基金 390,287

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

資産合計 10,548,039

報告書（財務諸表）

金額
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2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 2,093,308

    地方債 1,770,805

    長期未払金 -

    退職手当引当金 322,503

    損失補償等引当金 -

    その他 -

  流動負債 56,960

    １年内償還予定地方債 -

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 18,786

    預り金 38,174

    その他 -

負債合計 2,150,268

【純資産の部】

  固定資産等形成分 10,433,498

  余剰分（不足分） -2,035,727

純資産合計 8,397,772

負債及び純資産合計 10,548,039
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2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 1,761,554

    業務費用 1,076,544

      人件費 254,286

        職員給与費 268,537

        賞与等引当金繰入額 18,786

        退職手当引当金繰入額 -65,686

        その他 32,649

      物件費等 805,142

        物件費 425,420

        維持補修費 98,203

        減価償却費 279,576

        その他 1,943

      その他の業務費用 17,116

        支払利息 13,635

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 3,481

    移転費用 685,010

      補助金等 387,608

      社会保障給付 30,580

      他会計への繰出金 265,858

      その他 965

  経常収益 46,761

    使用料及び手数料 16,225

    その他 30,536

純経常行政コスト 1,714,793

  臨時損失 91,719

    災害復旧事業費 91,637

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 82

  臨時利益 33,108

    資産売却益 18,608

    その他 14,500

純行政コスト 1,773,404

報告書（財務諸表）

金額
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2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （単位：千円）

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 8,353,636 10,424,805 -2,071,168

  純行政コスト（△） -1,773,404 -1,773,404

  財源 1,817,539 1,817,539

    税収等 1,492,800 1,492,800

    国県等補助金 324,740 324,740

  本年度差額 44,135 44,135

  固定資産等の変動（内部変動） -11,435 11,435

    有形固定資産等の増加 222,931 -222,931

    有形固定資産等の減少 -279,576 279,576

    貸付金・基金等の増加 345,081 -345,081

    貸付金・基金等の減少 -299,872 299,872

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - 20,129 -20,129

  本年度純資産変動額 44,135 8,693 35,442

本年度末純資産残高 8,397,772 10,433,498 -2,035,727

報告書（財務諸表）
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2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 1,546,549

    業務費用支出 861,539

      人件費支出 318,857

      物件費等支出 525,566

      支払利息支出 13,635

      その他の支出 3,481

    移転費用支出 685,010

      補助金等支出 387,608

      社会保障給付支出 30,580

      他会計への繰出支出 265,858

      その他の支出 965

  業務収入 1,738,668

    税収等収入 1,491,563

    国県等補助金収入 200,344

    使用料及び手数料収入 16,225

    その他の収入 30,536

  臨時支出 91,637

    災害復旧事業費支出 91,637

    その他の支出 -

  臨時収入 59,638

業務活動収支 160,120

【投資活動収支】

  投資活動支出 568,013

    公共施設等整備費支出 222,931

    基金積立金支出 344,881

    投資及び出資金支出 200

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 364,630

    国県等補助金収入 64,758

    基金取崩収入 281,012

    貸付金元金回収収入 252

    資産売却収入 18,608

    その他の収入 -

投資活動収支 -203,383

【財務活動収支】

  財務活動支出 118,107

    地方債償還支出 118,107

    その他の支出 -

  財務活動収入 147,243

    地方債発行収入 147,243

    その他の収入 -

財務活動収支 29,136

本年度資金収支額 -14,127

前年度末資金残高 88,815

本年度末資金残高 74,688

前年度末歳計外現金残高 33,063

本年度歳計外現金増減額 5,111

本年度末歳計外現金残高 38,174

本年度末現金預金残高 112,862

報告書（財務諸表）

金額
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