
報告書（財務諸表）
自治体名：阿武町

会計：

年度：

期間：

平成24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

単体会計

【資産の部】

　１．金融資産 2,839,374

　　資金 411,542

　　金融資産（資金を除く） 2,427,832

　　　債権 47,196

　　　　税等未収金 17,568

　　　　未収金 3,810

　　　　貸付金 16,750

　　　　その他の債権 9,837

　　　　(控除)貸倒引当金 -768

　　　有価証券 4,000

　　　投資等 2,376,636

　　　　出資金 53,967

　　　　基金・積立金 2,313,036

　　　　　財政調整基金 510,647

　　　　　減債基金 819

　　　　　その他の基金・積立金 1,801,570

　　　　その他の投資 9,634

　２．非金融資産 20,964,262

　　事業用資産 8,155,762

　　　有形固定資産 8,142,385

　　　　土地 1,020,050

　　　　立木竹 208,257

　　　　建物 6,714,735

　　　　工作物 48,787

　　　　機械器具 711

　　　　物品 113,375

　　　　船舶

　　　　航空機

　　　　その他の有形固定資産 2,291

　　　　建設仮勘定 34,178

　　　無形固定資産 13,376

　　　　地上権

　　　　著作権・特許権

　　　　ソフトウェア 13,376

　　　　電話加入権

　　　　その他の無形固定資産

　　　棚卸資産

　　インフラ資産 12,808,500

　　　公共用財産用地 2,153,688

　　　公共用財産施設 10,573,825

　　　その他の公共用財産

　　　公共用財産建設仮勘定 80,986

　　繰延資産

資産合計 23,803,635
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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24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

貸借対照表（BS）

単体会計

【負債の部】

　１．流動負債 352,829

　　未払金及び未払費用

　　前受金及び前受収益

　　引当金 26,010

　　　賞与引当金 26,010

　　預り金（保管金等） 8,990

　　公債（短期） 317,829

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 3,448,799

　　公債 2,903,739

　　借入金

　　責任準備金

　　引当金 545,060

　　　退職給付引当金 545,060

　　　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 3,801,628

【純資産の部】

　財源 60,624

　資産形成充当財源（調達源泉別） 1,371,195

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 1,371,195

　　評価・換算差額等

　その他の純資産 18,570,188

　　開始時未分析残高 18,570,188

　　その他純資産

純資産合計 20,002,007

負債・純資産合計 23,803,635
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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24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

行政コスト計算書（PL）

単体会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 1,686,387

　　①人件費 572,267

　　　議員歳費 15,300

　　　職員給料 315,313

　　　賞与引当金繰入 26,010

　　　退職給付費用 65,860

　　　その他の人件費 149,783

　　②物件費 497,883

　　　消耗品費 72,342

　　　維持補修費 62,147

　　　減価償却費 299,733

　　　その他の物件費 63,660

　　③経費 534,888

　　　業務費 8,494

　　　委託費 435,177

　　　貸倒引当金繰入 768

　　　その他の経費 90,448

　　④業務関連費用 81,349

　　　公債費（利払分） 59,165

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 22,184

　２．移転支出 1,679,154

　　①他会計への移転支出

　　②補助金等移転支出 1,458,445

　　③社会保障関係費等移転支出 187,611

　　④その他の移転支出 33,098

　経常費用合計（総行政コスト） 3,365,541

【経常収益】

　経常業務収益 240,077

　　①業務収益 193,372

　　　自己収入 193,372

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 46,705

　　　受取利息等 2,396

　　　資産売却益

　　　その他の業務関連収益 44,309

　経常収益合計 240,077

純経常費用（純行政コスト） 3,125,464
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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24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

純資産変動計算書（NW）

単体会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 4,326,786

　　①純経常費用への財源措置 3,125,464

　　②固定資産形成への財源措置 527,628

　　　事業用資産形成への財源措置 215,112

　　　インフラ資産形成への財源措置 312,515

　　③長期金融資産形成への財源措置 268,812

　　④その他の財源の使途 404,882

　　　直接資本減耗 404,882

　　　その他財源措置

　２．財源の調達 4,318,998

　　①税収 385,259

　　②社会保険料 257,649

　　③移転収入 2,961,589

　　　他会計からの移転収入

　　　補助金等移転収入 2,481,119

　　　　国庫支出金 2,187,393

　　　　都道府県等支出金 293,726

　　　　市町村等支出金

　　　その他の移転収入 480,470

　　④その他の財源の調達 714,500

　　　固定資産売却収入（元本分）

　　　長期金融資産償還収入（元本分） 9,886

　　　その他財源調達 704,615

　当期財源変動額 -7,788

　期首財源残高 68,412

　期末財源残高 60,624

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 443,628

　　①固定資産の減少 83,999

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 13,748

　　　除売却相当額 70,251

　　②固定資産の増加 527,628

　　　固定資産形成 527,628

　　　無償所管換等

　２．長期金融資産の変動 258,927

　　①長期金融資産の減少 9,886

　　②長期金融資産の増加 268,812

　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 702,555

　期首資産形成充当財源残高 668,640

　期末資産形成充当財源残高 1,371,195

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -691,459

　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 -691,459

　期首その他の純資産残高 19,261,648

　期末その他の純資産残高 18,570,188

当期純資産変動額 3,308

期首純資産残高 19,998,699

期末純資産残高 20,002,007
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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24年度

2012/04～2013/03

科目名 金　　　額

（単位：千円）

資金収支計算書（CF）

単体会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 2,981,364

　　　①経常業務費用支出 1,260,740

　　　　人件費支出 506,287

　　　　物件費支出 198,150

　　　　経費支出 534,120

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 22,184

　　　②移転支出 1,720,624

　　　　他会計への移転支出

　　　　補助金等移転支出 1,499,915

　　　　社会保障関係費等移転支出 187,611

　　　　その他の移転支出 33,098

　　２．経常的収入 3,843,269

　　　①租税収入 385,862

　　　②社会保険料収入 256,856

　　　③経常業務収益収入 238,963

　　　　経常収益収入 193,069

　　　　業務関連収益収入 45,893

　　　④移転収入 2,961,589

　　　　他会計からの移転収入

　　　　補助金等移転収入 2,481,119

　　　　その他の移転収入 480,470

　経常的収支 861,905

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 796,440

　　　①固定資産形成支出 527,628

　　　②長期金融資産形成支出 268,812

　　　③その他の資本形成支出

　　２．資本的収入 9,886

　　　①固定資産売却収入

　　　②長期金融資産償還収入 9,886

　　　③その他の資本処分収入

　資本的収支 -786,554

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 374,096

　　　①支払利息支出 59,165

　　　　公債費（利払分）支出 59,165

　　　　借入金支払利息支出

　　　②元本償還支出 314,931

　　　　公債費（元本分）支出 313,367

　　　　　公債（短期）元本償還支出 313,367

　　　　　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 1,564

　　２．財務的収入 269,868

　　　①公債発行収入 267,000

　　　　公債(短期）発行収入

　　　　公債発行収入 267,000

　　　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 2,868

　財務的収支 -104,229

当期資金収支額 -28,878

期首資金残高 440,419

期末資金残高 411,542
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