
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）

連結会計

【資産の部】

　１．金融資産 2,650,636

　　資金 549,143

　　金融資産（資金を除く） 2,101,493

　　　債権 23,087

　　　　税等未収金 14,980

　　　　未収金 9,201

　　　　貸付金

　　　　その他の債権 95

　　　　(控除)貸倒引当金 -1,189

　　　有価証券 4,010

　　　投資等 2,074,395

　　　　出資金 17,267

　　　　基金・積立金 2,048,445

　　　　　財政調整基金 503,729

　　　　　減債基金 819

　　　　　その他の基金・積立金 1,543,898

　　　　その他の投資 8,683

　２．非金融資産 20,795,772

　　事業用資産 8,536,061

　　　有形固定資産 8,456,157

　　　　土地 1,043,596

　　　　立木竹 208,257

　　　　建物 6,837,145

　　　　工作物 217,294

　　　　機械器具 1,244

　　　　物品 112,344

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産 14,768

　　　　建設仮勘定 21,507

　　　無形固定資産 9,471

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 9,434

　　　　電話加入権 38

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産 70,433

　　インフラ資産 12,259,711

　　　公共用財産用地 2,169,805

　　　公共用財産施設 10,054,992

　　　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 23,446,408
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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）

連結会計

【負債の部】

　１．流動負債 366,679

　　未払金及び未払費用 30,878

　　前受金及び前受収益

　　引当金 28,390

　　　賞与引当金 28,390

　　預り金（保管金等） 9,332

　　公債（短期） 293,544

　　短期借入金 4,534

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 2,970,526

　　公債 2,547,531

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 422,994

　　　退職給付引当金 422,994

　　　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 3,337,204

【純資産の部】

　財源 703,861

　資産形成充当財源（調達源泉別） 2,211,883

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 2,202,060

　　評価・換算差額等 9,823

　その他の純資産 17,193,459

　　開始時未分析残高 17,193,459

　　その他純資産

純資産合計 20,109,203

負債・純資産合計 23,446,408
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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）

連結会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 2,472,665

　　①人件費 632,919

　　　議員歳費 15,533

　　　職員給料 405,411

　　　賞与引当金繰入 28,390

　　　退職給付費用 8,360

　　　その他の人件費 175,224

　　②物件費 1,026,813

　　　消耗品費 91,822

　　　維持補修費 278,226

　　　減価償却費 356,396

　　　その他の物件費 300,369

　　③経費 739,698

　　　業務費 10,117

　　　委託費 618,291

　　　貸倒引当金繰入 1,189

　　　その他の経費 110,101

　　④業務関連費用 73,236

　　　公債費（利払分） 52,317

　　　借入金支払利息 129

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 20,790

　２．移転支出 1,805,641

　　①他会計への移転支出

　　②補助金等移転支出 1,591,756

　　③社会保障関係費等移転支出 202,164

　　④その他の移転支出 11,721

　経常費用合計（総行政コスト） 4,278,306

【経常収益】

　経常業務収益 618,348

　　①業務収益 569,951

　　　自己収入 542,920

　　　その他の業務収益 27,031

　　②業務関連収益 48,397

　　　受取利息等 1,752

　　　資産売却益 40

　　　その他の業務関連収益 46,605

　経常収益合計 618,348

純経常費用（純行政コスト） 3,659,957

3



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）

連結会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 4,301,879

　　①純経常費用への財源措置 3,659,957

　　②固定資産形成への財源措置 224,913

　　　事業用資産形成への財源措置 107,827

　　　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 4,331

　　④その他の財源の使途 412,678

　　　直接資本減耗 412,678

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 4,608,285

　　①税収 387,637

　　②社会保険料 253,588

　　③移転収入 3,186,016

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 2,718,750

　　　　国庫支出金 2,303,046

　　　　都道府県等支出金 415,705

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 467,265

　　④その他の財源の調達 781,045

　　　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） 11,870

　　　その他財源調達 769,170

　当期財源変動額 306,407

　期首財源残高 397,455

　期末財源残高 703,861

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 92,782

　　①固定資産の減少 133,917

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 99,337

　　　除売却相当額 34,580

　　②固定資産の増加 226,699

　　　固定資産形成 224,913

　　　無償所管換等 1,787

　２．長期金融資産の変動 -7,539

　　①長期金融資産の減少 11,870

　　②長期金融資産の増加 4,331

　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 85,243

　期首資産形成充当財源残高 2,126,640

　期末資産形成充当財源残高 2,211,883

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -694,737

　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 -694,737

　期首その他の純資産残高 17,888,196

　期末その他の純資産残高 17,193,459

当期純資産変動額 -303,088

期首純資産残高 20,412,291

期末純資産残高 20,109,203
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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）

連結会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 3,908,393

　　　①経常業務費用支出 2,104,195

　　　　人件費支出 688,786

　　　　物件費支出 656,833

　　　　経費支出 738,509

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 20,068

　　　②移転支出 1,804,198

　　　　他会計への移転支出

　　　　補助金等移転支出 1,591,756

　　　　社会保障関係費等移転支出 202,164

　　　　その他の移転支出 10,278

　　２．経常的収入 4,447,617

　　　①租税収入 387,235

　　　②社会保険料収入 253,358

　　　③経常業務収益収入 621,008

　　　　経常収益収入 561,057

　　　　業務関連収益収入 59,951

　　　④移転収入 3,186,016

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 2,718,750

　　　　その他の移転収入 467,265

　経常的収支 539,224

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 282,404

　　　①固定資産形成支出 224,913

　　　②長期金融資産形成支出 4,331

　　　③その他の資本形成支出 53,160

　　２．資本的収入 11,914

　　　①固定資産売却収入 44

　　　②長期金融資産償還収入 11,870

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -270,490

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 369,257

　　　①支払利息支出 52,317

　　　　公債費（利払分）支出 52,317

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 316,940

　　　　公債費（元本分）支出 307,864

　　　　　公債（短期）元本償還支出 307,864

　　　　　公債元本償還支出

　　　　借入金元本償還支出 1,448

　　　　　短期借入金元本償還支出 1,448

　　　　　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 147,215

　　　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 8,215

　財務的収支 -222,043

当期資金収支額 46,692

期首資金残高 502,452

期末資金残高 549,143
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