
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）

連結会計

【資産の部】

　１．金融資産 2,752,719

　　資金 479,229

　　金融資産（資金を除く） 2,273,490

　　　債権 22,295

　　　　税等未収金 12,026

　　　　未収金 11,023

　　　　貸付金

　　　　その他の債権 129

　　　　(控除)貸倒引当金 -884

　　　有価証券 4,010

　　　投資等 2,247,185

　　　　出資金 17,267

　　　　基金・積立金 2,219,635

　　　　　財政調整基金 517,857

　　　　　減債基金 819

　　　　　その他の基金・積立金 1,700,959

　　　　その他の投資 10,283

　２．非金融資産 20,401,827

　　事業用資産 8,486,543

　　　有形固定資産 8,394,419

　　　　土地 1,075,569

　　　　立木竹 208,257

　　　　建物 6,707,207

　　　　工作物 280,714

　　　　機械器具 1,087

　　　　物品 109,062

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産 12,523

　　　　建設仮勘定

　　　無形固定資産 16,714

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 16,676

　　　　電話加入権 38

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産 75,410

　　インフラ資産 11,915,284

　　　公共用財産用地 2,169,805

　　　公共用財産施設 9,710,565

　　　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 23,154,546
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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）

連結会計

【負債の部】

　１．流動負債 359,402

　　未払金及び未払費用 31,019

　　前受金及び前受収益 10

　　引当金 29,107

　　　賞与引当金 29,107

　　預り金（保管金等） 9,934

　　公債（短期） 285,235

　　短期借入金 3,055

　　その他の流動負債 1,042

　２．非流動負債 2,826,086

　　公債 2,405,496

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 420,590

　　　退職給付引当金 420,590

　　　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 3,185,488

【純資産の部】

　財源 789,014

　資産形成充当財源（調達源泉別） 2,650,375

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 2,640,552

　　評価・換算差額等 9,823

　その他の純資産 16,529,670

　　開始時未分析残高 16,529,670

　　その他純資産

純資産合計 19,969,058

負債・純資産合計 23,154,546
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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）

連結会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 2,364,803

　　①人件費 697,855

　　　議員歳費 19,419

　　　職員給料 420,415

　　　賞与引当金繰入 29,107

　　　退職給付費用 54,596

　　　その他の人件費 174,318

　　②物件費 987,014

　　　消耗品費 111,462

　　　維持補修費 184,285

　　　減価償却費 356,033

　　　その他の物件費 335,233

　　③経費 607,722

　　　業務費 10,924

　　　委託費 476,524

　　　貸倒引当金繰入 884

　　　その他の経費 119,391

　　④業務関連費用 72,212

　　　公債費（利払分） 42,335

　　　借入金支払利息 97

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 29,779

　２．移転支出 1,878,991

　　①他会計への移転支出

　　②補助金等移転支出 1,618,837

　　③社会保障関係費等移転支出 213,747

　　④その他の移転支出 46,408

　経常費用合計（総行政コスト） 4,243,794

【経常収益】

　経常業務収益 688,129

　　①業務収益 641,784

　　　自己収入 628,692

　　　その他の業務収益 13,092

　　②業務関連収益 46,346

　　　受取利息等 2,650

　　　資産売却益 354

　　　その他の業務関連収益 43,342

　経常収益合計 688,129

純経常費用（純行政コスト） 3,555,664

3



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）

連結会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 4,516,331

　　①純経常費用への財源措置 3,555,664

　　②固定資産形成への財源措置 372,799

　　　事業用資産形成への財源措置 303,132

　　　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 173,773

　　④その他の財源の使途 414,094

　　　直接資本減耗 414,094

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 4,603,918

　　①税収 397,766

　　②社会保険料 250,726

　　③移転収入 3,178,972

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 2,669,197

　　　　国庫支出金 2,310,679

　　　　都道府県等支出金 358,518

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 509,775

　　④その他の財源の調達 776,454

　　　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） 2,584

　　　その他財源調達 770,376

　当期財源変動額 87,587

　期首財源残高 701,427

　期末財源残高 789,014

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 264,868

　　①固定資産の減少 109,832

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 106,338

　　　除売却相当額 3,494

　　②固定資産の増加 374,699

　　　固定資産形成 372,799

　　　無償所管換等 1,900

　２．長期金融資産の変動 171,189

　　①長期金融資産の減少 2,584

　　②長期金融資産の増加 173,773

　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 436,057

　期首資産形成充当財源残高 2,214,318

　期末資産形成充当財源残高 2,650,375

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -688,789

　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 -688,789

　期首その他の純資産残高 17,218,459

　期末その他の純資産残高 16,529,670

当期純資産変動額 -165,145

期首純資産残高 20,134,203

期末純資産残高 19,969,058
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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）

連結会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 3,847,948

　　　①経常業務費用支出 1,969,619

　　　　人件費支出 701,142

　　　　物件費支出 632,743

　　　　経費支出 606,839

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 28,895

　　　②移転支出 1,878,330

　　　　他会計への移転支出

　　　　補助金等移転支出 1,618,837

　　　　社会保障関係費等移転支出 213,747

　　　　その他の移転支出 45,746

　　２．経常的収入 4,514,180

　　　①租税収入 398,108

　　　②社会保険料収入 252,380

　　　③経常業務収益収入 684,720

　　　　経常収益収入 639,949

　　　　業務関連収益収入 44,772

　　　④移転収入 3,178,972

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 2,669,197

　　　　その他の移転収入 509,775

　経常的収支 666,232

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 554,700

　　　①固定資産形成支出 372,799

　　　②長期金融資産形成支出 173,773

　　　③その他の資本形成支出 8,128

　　２．資本的収入 11,236

　　　①固定資産売却収入 3,848

　　　②長期金融資産償還収入 2,584

　　　③その他の資本処分収入 4,804

　資本的収支 -543,464

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 345,476

　　　①支払利息支出 42,335

　　　　公債費（利払分）支出 42,335

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 303,141

　　　　公債費（元本分）支出 293,544

　　　　　公債（短期）元本償還支出 293,544

　　　　　公債元本償還支出

　　　　借入金元本償還支出 1,479

　　　　　短期借入金元本償還支出 1,479

　　　　　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 152,795

　　　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 9,595

　財務的収支 -192,681

当期資金収支額 -69,914

期首資金残高 549,143

期末資金残高 479,229
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