
2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 12,332,281

    有形固定資産 9,518,921

      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 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 129,717

      物品減価償却累計額 -37,154

    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 2,773,400

      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 2,504,817

        減債基金 189,745

        その他 2,315,072

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 563,678

    現金預金 169,595

    未収金 3,796

    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 -

  繰延資産 -

資産合計 12,895,959

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：全体会計   

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 3,284,502

    地方債等 2,961,999

    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 62,797

    １年内償還予定地方債等 -

    未払金 -

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 24,623

    預り金 38,174

    その他 -

負債合計 3,347,299

【純資産の部】

  固定資産等形成分 12,722,568

  余剰分（不足分） -3,173,908

  他団体出資等分 -

純資産合計 9,548,660

負債及び純資産合計 12,895,959
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2019/6/27

自治体名：昭和村 年度：平成28年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 2,338,069

    業務費用 1,498,162

      人件費 332,167

        職員給与費 340,526

        賞与等引当金繰入額 24,623

        退職手当引当金繰入額 -65,686

        その他 32,704

      物件費等 1,094,773

        物件費 572,858

        維持補修費 127,324

        減価償却費 392,648

        その他 1,943

      その他の業務費用 71,221

        支払利息 36,452

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 34,769

    移転費用 839,907

      補助金等 805,436

      社会保障給付 32,933

      その他 1,539

  経常収益 95,735

    使用料及び手数料 64,266

    その他 31,468

純経常行政コスト 2,242,334

  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 33,108

    資産売却益 18,608

    その他 14,500

純行政コスト 2,300,945

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：全体会計   

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 9,501,498 12,774,447 -3,272,950 -

  純行政コスト（△） -2,300,945 -2,300,945 -

  財源 2,348,108 2,348,108 -

    税収等 1,841,066 1,841,066 -

    国県等補助金 507,042 507,042 -

  本年度差額 47,163 47,163 -

  固定資産等の変動（内部変動） -73,143 73,143

    有形固定資産等の増加 249,262 -249,262

    有形固定資産等の減少 -392,648 392,648

    貸付金・基金等の増加 370,115 -370,115

    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 - -

  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 47,163 -51,879 99,041 -

本年度末純資産残高 9,548,660 12,722,568 -3,173,908 -

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：全体会計   

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 1,985,702

    業務費用支出 1,145,795

      人件費支出 396,115

      物件費等支出 702,125

      支払利息支出 36,452

      その他の支出 11,102

    移転費用支出 839,907

      補助金等支出 805,436

      社会保障給付支出 32,933

      その他の支出 1,539

  業務収入 2,317,561

    税収等収入 1,838,818

    国県等補助金収入 382,646

    使用料及び手数料収入 64,628

    その他の収入 31,468

  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 299,860

【投資活動収支】

  投資活動支出 619,377

    公共施設等整備費支出 249,262

    基金積立金支出 369,915

    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 -254,747

【財務活動収支】

  財務活動支出 205,801

    地方債等償還支出 205,801

    その他の支出 -

  財務活動収入 154,843

    地方債等発行収入 154,843

    その他の収入 -

財務活動収支 -50,958

本年度資金収支額 -5,845

前年度末資金残高 137,266

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 131,420

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 169,595

報告書（連結財務諸表）

金額

5/5


