
報告書（財務諸表）
自治体名：阿武町

会計：

年度：

期間：

平成26年度

2014/04～2015/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

一般会計

【資産の部】

　１．金融資産 2,336,196

　　資金 424,989

　　金融資産（資金を除く） 1,911,206

　　　債権 7,920

　　　　税等未収金 7,486

　　　　未収金 1,326

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -892

　　　有価証券 4,000

　　　投資等 1,899,286

　　　　出資金 42,267

　　　　基金・積立金 1,848,806

　　　　　財政調整基金 304,089

　　　　　減債基金 819

　　　　　その他の基金・積立金 1,543,898

　　　　その他の投資 8,214

　２．非金融資産 16,556,456

　　事業用資産 8,517,613

　　　有形固定資産 8,444,205

　　　　土地 1,043,596

　　　　立木竹 208,257

　　　　建物 6,836,713

　　　　工作物 217,294

　　　　機械器具 1,244

　　　　物品 109,313

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産 6,279

　　　　建設仮勘定 21,507

　　　無形固定資産 9,434

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 9,434

　　　　電話加入権

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産 63,974

　　インフラ資産 8,038,843

　　　公共用財産用地 2,169,805

　　　公共用財産施設 5,834,124

　　　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 18,892,652
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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26年度

2014/04～2015/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

一般会計

【負債の部】

　１．流動負債 267,225

　　未払金及び未払費用

　　前受金及び前受収益

　　引当金 25,662

　　　賞与引当金 25,662

　　預り金（保管金等） 8,118

　　公債（短期） 233,445

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 2,337,086

　　公債 1,916,155

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 420,931

　　　退職給付引当金 420,931

　　　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 2,604,310

【純資産の部】

　財源 383,169

　資産形成充当財源（調達源泉別） 2,214,924

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 2,205,101

　　評価・換算差額等 9,823

　その他の純資産 13,690,249

　　開始時未分析残高 13,690,249

　　その他純資産

純資産合計 16,288,341

負債・純資産合計 18,892,652
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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26年度

2014/04～2015/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

一般会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 1,862,366

　　①人件費 485,779

　　　議員歳費 15,533

　　　職員給料 294,511

　　　賞与引当金繰入 25,662

　　　退職給付費用 6,760

　　　その他の人件費 143,313

　　②物件費 718,210

　　　消耗品費 62,167

　　　維持補修費 260,740

　　　減価償却費 352,770

　　　その他の物件費 42,533

　　③経費 626,127

　　　業務費 9,716

　　　委託費 539,887

　　　貸倒引当金繰入 892

　　　その他の経費 75,633

　　④業務関連費用 32,250

　　　公債費（利払分） 29,697

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 2,552

　２．移転支出 823,991

　　①他会計への移転支出 236,769

　　②補助金等移転支出 383,842

　　③社会保障関係費等移転支出 201,888

　　④その他の移転支出 1,492

　経常費用合計（総行政コスト） 2,686,357

【経常収益】

　経常業務収益 108,935

　　①業務収益 69,895

　　　自己収入 69,895

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 39,041

　　　受取利息等 1,745

　　　資産売却益 40

　　　その他の業務関連収益 37,256

　経常収益合計 108,935

純経常費用（純行政コスト） 2,577,421
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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26年度

2014/04～2015/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

一般会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 3,086,219

　　①純経常費用への財源措置 2,577,421

　　②固定資産形成への財源措置 224,813

　　　事業用資産形成への財源措置 107,727

　　　インフラ資産形成への財源措置 117,086

　　③長期金融資産形成への財源措置 3,731

　　④その他の財源の使途 280,254

　　　直接資本減耗 280,254

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 3,341,179

　　①税収 387,637

　　②社会保険料

　　③移転収入 2,314,033

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 2,281,563

　　　　国庫支出金 1,983,840

　　　　都道府県等支出金 297,724

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 32,469

　　④その他の財源の調達 639,510

　　　固定資産売却収入（元本分） 4

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 6,482

　　　その他財源調達 633,024

　当期財源変動額 254,960

　期首財源残高 128,209

　期末財源残高 383,169

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 96,348

　　①固定資産の減少 130,251

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 95,671

　　　除売却相当額 34,580

　　②固定資産の増加 226,599

　　　固定資産形成 224,813

　　　無償所管換等 1,787

　２．長期金融資産の変動 -2,751

　　①長期金融資産の減少 6,482

　　②長期金融資産の増加 3,731

　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 93,597

　期首資産形成充当財源残高 2,121,326

　期末資産形成充当財源残高 2,214,924

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -537,353

　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 -537,353

　期首その他の純資産残高 14,227,602

　期末その他の純資産残高 13,690,249

当期純資産変動額 -188,796

期首純資産残高 16,477,137

期末純資産残高 16,288,341
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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26年度

2014/04～2015/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

一般会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 2,350,541

　　　①経常業務費用支出 1,526,550

　　　　人件費支出 534,075

　　　　物件費支出 365,440

　　　　経費支出 625,235

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 1,800

　　　②移転支出 823,991

　　　　他会計への移転支出 236,769

　　　　補助金等移転支出 383,842

　　　　社会保障関係費等移転支出 201,888

　　　　その他の移転支出 1,492

　　２．経常的収入 2,811,873

　　　①租税収入 387,235

　　　②社会保険料収入

　　　③経常業務収益収入 110,605

　　　　経常収益収入 60,189

　　　　業務関連収益収入 50,416

　　　④移転収入 2,314,033

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 2,281,563

　　　　その他の移転収入 32,469

　経常的収支 461,332

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 281,704

　　　①固定資産形成支出 224,813

　　　②長期金融資産形成支出 3,731

　　　③その他の資本形成支出 53,160

　　２．資本的収入 6,525

　　　①固定資産売却収入 44

　　　②長期金融資産償還収入 6,482

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -275,178

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 285,571

　　　①支払利息支出 29,697

　　　　公債費（利払分）支出 29,697

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 255,873

　　　　公債費（元本分）支出 248,245

　　　　　公債（短期）元本償還支出 248,245

　　　　　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 7,629

　　２．財務的収入 147,118

　　　①公債発行収入 139,000

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 139,000

　　　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 8,118

　財務的収支 -138,453

当期資金収支額 47,701

期首資金残高 377,289

期末資金残高 424,989
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