
2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 12,393,101

    有形固定資産 9,556,879

      事業用資産 5,207,449

        土地 2,026,738

        立木竹 -

        建物 7,382,585

        建物減価償却累計額 -4,240,099

        工作物 211,741

        工作物減価償却累計額 -190,563

        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 17,048

      インフラ資産 4,254,436

        土地 9,583

        建物 1,077,966

        建物減価償却累計額 -538,449

        工作物 9,132,107

        工作物減価償却累計額 -5,445,185

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 18,414

      物品 135,414

      物品減価償却累計額 -40,421

    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 2,796,262

      投資及び出資金 221,215

        有価証券 97,908

        出資金 123,307

        その他 -

      長期延滞債権 12,362

      長期貸付金 35,006

      基金 2,527,679

        減債基金 189,745

        その他 2,337,934

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 566,072

    現金預金 170,652

    未収金 3,796

    短期貸付金 -

    基金 391,623

      財政調整基金 391,623

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 -

資産合計 12,959,172

報告書（連結財務諸表）

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：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 3,302,371

    地方債等 2,965,146

    長期未払金 -

    退職手当引当金 337,225

    損失補償等引当金 -

    その他 -

  流動負債 64,490

    １年内償還予定地方債等 490

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 25,625

    預り金 38,375

    その他 -

負債合計 3,366,861

【純資産の部】

  固定資産等形成分 12,784,724

  余剰分（不足分） -3,192,413

  他団体出資等分 -

純資産合計 9,592,311

負債及び純資産合計 12,959,172
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2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 2,371,028

    業務費用 1,530,242

      人件費 351,482

        職員給与費 358,996

        賞与等引当金繰入額 24,677

        退職手当引当金繰入額 -65,088

        その他 32,897

      物件費等 1,107,457

        物件費 577,936

        維持補修費 130,415

        減価償却費 397,161

        その他 1,946

      その他の業務費用 71,303

        支払利息 36,489

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 34,814

    移転費用 840,786

      補助金等 806,288

      社会保障給付 32,933

      その他 1,564

  経常収益 98,527

    使用料及び手数料 66,032

    その他 32,494

純経常行政コスト 2,272,501

  臨時損失 91,719

    災害復旧事業費 91,637

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 82

  臨時利益 33,119

    資産売却益 18,619

    その他 14,500

純行政コスト 2,331,102

報告書（連結財務諸表）

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：連結会計   

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 9,544,400 12,835,832 -3,291,432 -

  純行政コスト（△） -2,331,102 -2,331,102 -

  財源 2,378,918 2,378,918 -

    税収等 1,871,563 1,871,563 -

    国県等補助金 507,356 507,356 -

  本年度差額 47,816 47,816 -

  固定資産等の変動（内部変動） -72,466 72,466

    有形固定資産等の増加 253,315 -253,315

    有形固定資産等の減少 -397,161 397,161

    貸付金・基金等の増加 374,276 -374,276

    貸付金・基金等の減少 -302,896 302,896

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 95 95

  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 - 21,264 -21,264

  本年度純資産変動額 47,911 -51,108 99,019 -

本年度末純資産残高 9,592,311 12,784,724 -3,192,413 -

報告書（連結財務諸表）
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2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：連結会計   

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 2,013,496

    業務費用支出 1,172,710

      人件費支出 414,779

      物件費等支出 710,340

      支払利息支出 36,489

      その他の支出 11,102

    移転費用支出 840,786

      補助金等支出 806,288

      社会保障給付支出 32,933

      その他の支出 1,564

  業務収入 2,350,261

    税収等収入 1,869,315

    国県等補助金収入 382,679

    使用料及び手数料収入 66,394

    その他の収入 31,873

  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 304,766

【投資活動収支】

  投資活動支出 627,591

    公共施設等整備費支出 253,315

    基金積立金支出 374,076

    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 367,946

    国県等補助金収入 65,039

    基金取崩収入 284,036

    貸付金元金回収収入 252

    資産売却収入 18,619

    その他の収入 -

投資活動収支 -259,645

【財務活動収支】

  財務活動支出 206,723

    地方債等償還支出 206,723

    その他の支出 -

  財務活動収入 155,682

    地方債等発行収入 155,682

    その他の収入 -

財務活動収支 -51,042

本年度資金収支額 -5,921

前年度末資金残高 138,299

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 132,378

前年度末歳計外現金残高 33,063

本年度歳計外現金増減額 5,211

本年度末歳計外現金残高 38,274

本年度末現金預金残高 170,652

報告書（連結財務諸表）

金額
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