
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）

単体会計

【資産の部】

　１．金融資産 2,726,287

　　資金 434,967

　　金融資産（資金を除く） 2,291,321

　　　債権 17,205

　　　　税等未収金 12,026

　　　　未収金 6,063

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -884

　　　有価証券 4,000

　　　投資等 2,270,115

　　　　出資金 42,267

　　　　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 8,214

　２．非金融資産 20,386,977

　　事業用資産 8,471,693

　　　有形固定資産 8,387,719

　　　　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 108,690

　　　　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 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 23,113,264
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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）

単体会計

【負債の部】

　１．流動負債 323,688

　　未払金及び未払費用

　　前受金及び前受収益

　　引当金 29,107

　　　賞与引当金 29,107

　　預り金（保管金等） 9,346

　　公債（短期） 285,235

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 2,821,386

　　公債 2,405,496

　　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 3,145,074

【純資産の部】

　財源 761,109

　資産形成充当財源（調達源泉別） 2,652,411

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 2,642,588

　　評価・換算差額等 9,823

　その他の純資産 16,554,670

　　開始時未分析残高 16,554,670

　　その他純資産

純資産合計 19,968,190

負債・純資産合計 23,113,264
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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）

単体会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 1,949,460

　　①人件費 612,012

　　　議員歳費 19,419

　　　職員給料 352,352

　　　賞与引当金繰入 29,107

　　　退職給付費用 51,959

　　　その他の人件費 159,175

　　②物件費 694,756

　　　消耗品費 99,153

　　　維持補修費 182,966

　　　減価償却費 353,722

　　　その他の物件費 58,915

　　③経費 571,861

　　　業務費 10,662

　　　委託費 464,163

　　　貸倒引当金繰入 884

　　　その他の経費 96,152

　　④業務関連費用 70,832

　　　公債費（利払分） 42,335

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 28,497

　２．移転支出 1,870,928

　　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 38,344

　経常費用合計（総行政コスト） 3,820,388

【経常収益】

　経常業務収益 256,201

　　①業務収益 215,170

　　　自己収入 215,170

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 41,031

　　　受取利息等 2,642

　　　資産売却益 354

　　　その他の業務関連収益 38,035

　経常収益合計 256,201

純経常費用（純行政コスト） 3,564,187
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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）

単体会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 4,524,580

　　①純経常費用への財源措置 3,564,187

　　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 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 4,601,358

　　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 773,894

　　　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 767,816

　当期財源変動額 76,779

　期首財源残高 684,331

　期末財源残高 761,109

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 266,904

　　①固定資産の減少 107,521

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 104,027

　　　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 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 438,094

　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 2,652,411

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -663,789

　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 -663,789

　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 16,554,670

当期純資産変動額 -148,917

期首純資産残高 20,117,107

期末純資産残高 19,968,190
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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）

単体会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 3,426,790

　　　①経常業務費用支出 1,555,862

　　　　人件費支出 616,336

　　　　物件費支出 341,034

　　　　経費支出 570,977

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 27,515

　　　②移転支出 1,870,928

　　　　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 38,344

　　２．経常的収入 4,083,321

　　　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 253,861

　　　　経常収益収入 214,373

　　　　業務関連収益収入 39,488

　　　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 656,532

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 554,426

　　　①固定資産形成支出 372,525

　　　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 -543,190

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 343,997

　　　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 301,662

　　　　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

　　　　　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 -191,451

当期資金収支額 -78,109

期首資金残高 513,076

期末資金残高 434,967
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