
報告書（財務諸表）
自治体名：阿武町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【資産の部】

　１．金融資産 2,437,238

　　資金 370,881

　　金融資産（資金を除く） 2,066,357

　　　債権 6,009

　　　　税等未収金 6,244

　　　　未収金 485

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -720

　　　有価証券 4,000

　　　投資等 2,056,348

　　　　出資金 42,267

　　　　基金・積立金 2,005,867

　　　　　財政調整基金 304,090

　　　　　減債基金 819

　　　　　その他の基金・積立金 1,700,959

　　　　その他の投資 8,214

　２．非金融資産 16,296,410

　　事業用資産 8,469,569

　　　有形固定資産 8,385,595

　　　　土地 1,075,569

　　　　立木竹 208,257

　　　　建物 6,706,805

　　　　工作物 280,714

　　　　機械器具 1,087

　　　　物品 106,968

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産 6,195

　　　　建設仮勘定

　　　無形固定資産 16,676

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 16,676

　　　　電話加入権

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産 67,298

　　インフラ資産 7,826,840

　　　公共用財産用地 2,169,805

　　　公共用財産施設 5,622,122

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 34,914

　　繰延資産

資産合計 18,733,647
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報告書（財務諸表）
自治体名：阿武町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

普通会計

【負債の部】

　１．流動負債 260,782

　　未払金及び未払費用

　　前受金及び前受収益

　　引当金 25,815

　　　賞与引当金 25,815

　　預り金（保管金等） 9,346

　　公債（短期） 225,622

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 2,249,623

　　公債 1,833,733

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 415,890

　　　退職給付引当金 415,890

　　　損失補償等引当金

　　　その他の引当金

　　その他の非流動負債

負債合計 2,510,405

【純資産の部】

　財源 424,378

　資産形成充当財源（調達源泉別） 2,640,021

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 2,630,198

　　評価・換算差額等 9,823

　その他の純資産 13,158,844

　　開始時未分析残高 13,158,844

　　その他純資産

純資産合計 16,223,242

負債・純資産合計 18,733,647
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報告書（財務諸表）
自治体名：阿武町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

普通会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 1,703,980

　　①人件費 553,004

　　　議員歳費 19,419

　　　職員給料 308,099

　　　賞与引当金繰入 25,815

　　　退職給付費用 51,959

　　　その他の人件費 147,713

　　②物件費 638,071

　　　消耗品費 78,161

　　　維持補修費 171,368

　　　減価償却費 352,631

　　　その他の物件費 35,912

　　③経費 476,393

　　　業務費 10,590

　　　委託費 379,989

　　　貸倒引当金繰入 720

　　　その他の経費 85,094

　　④業務関連費用 36,511

　　　公債費（利払分） 24,932

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 11,579

　２．移転支出 856,278

　　①他会計への移転支出 239,041

　　②補助金等移転支出 370,809

　　③社会保障関係費等移転支出 213,497

　　④その他の移転支出 32,931

　経常費用合計（総行政コスト） 2,560,258

【経常収益】

　経常業務収益 105,148

　　①業務収益 66,648

　　　自己収入 66,648

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 38,500

　　　受取利息等 2,641

　　　資産売却益 354

　　　その他の業務関連収益 35,505

　経常収益合計 105,148

純経常費用（純行政コスト） 2,455,109
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報告書（財務諸表）
自治体名：阿武町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

普通会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 3,266,396

　　①純経常費用への財源措置 2,455,109

　　②固定資産形成への財源措置 372,525

　　　事業用資産形成への財源措置 302,857

　　　インフラ資産形成への財源措置 69,668

　　③長期金融資産形成への財源措置 157,091

　　④その他の財源の使途 281,670

　　　直接資本減耗 281,670

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 3,307,605

　　①税収 397,766

　　②社会保険料

　　③移転収入 2,272,013

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 2,240,815

　　　　国庫支出金 1,995,447

　　　　都道府県等支出金 245,368

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 31,198

　　④その他の財源の調達 637,825

　　　固定資産売却収入（元本分） 3,494

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 30

　　　その他財源調達 634,301

　当期財源変動額 41,209

　期首財源残高 383,169

　期末財源残高 424,378

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 268,035

　　①固定資産の減少 106,390

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 102,896

　　　除売却相当額 3,494

　　②固定資産の増加 374,425

　　　固定資産形成 372,525

　　　無償所管換等 1,900

　２．長期金融資産の変動 157,061

　　①長期金融資産の減少 30

　　②長期金融資産の増加 157,091

　３．評価・換算差額等の変動

　　①評価・換算差額等の減少

　　　再評価損

　　　その他評価額等減少

　　②評価・換算差額等の増加

　　　再評価益

　　　その他評価額等増加

　当期資産形成充当財源変動額 425,097

　期首資産形成充当財源残高 2,214,924

　期末資産形成充当財源残高 2,640,021

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -531,405

　２．その他純資産の変動

　　その他純資産の減少

　　その他純資産の増加

　当期その他の純資産変動額 -531,405

　期首その他の純資産残高 13,690,249

　期末その他の純資産残高 13,158,844

当期純資産変動額 -65,100

期首純資産残高 16,288,341

期末純資産残高 16,223,242
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報告書（財務諸表）
自治体名：阿武町

会計：

年度：

期間：

平成27年度

2015/04～2016/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

普通会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 2,185,941

　　　①経常業務費用支出 1,329,663

　　　　人件費支出 557,892

　　　　物件費支出 285,441

　　　　経費支出 475,673

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 10,657

　　　②移転支出 856,278

　　　　他会計への移転支出 239,041

　　　　補助金等移転支出 370,809

　　　　社会保障関係費等移転支出 213,497

　　　　その他の移転支出 32,931

　　２．経常的収入 2,774,844

　　　①租税収入 398,108

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 104,722

　　　　経常収益収入 67,467

　　　　業務関連収益収入 37,254

　　　④移転収入 2,272,013

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 2,240,815

　　　　その他の移転収入 31,198

　経常的収支 588,903

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 537,744

　　　①固定資産形成支出 372,525

　　　②長期金融資産形成支出 157,091

　　　③その他の資本形成支出 8,128

　　２．資本的収入 8,682

　　　①固定資産売却収入 3,848

　　　②長期金融資産償還収入 30

　　　③その他の資本処分収入 4,804

　資本的収支 -529,062

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 266,495

　　　①支払利息支出 24,932

　　　　公債費（利払分）支出 24,932

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 241,563

　　　　公債費（元本分）支出 233,445

　　　　　公債（短期）元本償還支出 233,445

　　　　　公債元本償還支出

　　　　借入金元本償還支出

　　　　　短期借入金元本償還支出

　　　　　借入金元本償還支出

　　　　その他の元本償還支出 8,118

　　２．財務的収入 152,546

　　　①公債発行収入 143,200

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 143,200

　　　②借入金収入

　　　　短期借入金収入

　　　　借入金収入

　　　③その他の財務的収入 9,346

　財務的収支 -113,950

当期資金収支額 -54,109

期首資金残高 424,989

期末資金残高 370,881
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