
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）

単体会計

【資産の部】

　１．金融資産 2,635,083

　　資金 513,076

　　金融資産（資金を除く） 2,122,007

　　　債権 19,081

　　　　税等未収金 14,980

　　　　未収金 5,290

　　　　貸付金

　　　　その他の債権

　　　　(控除)貸倒引当金 -1,189

　　　有価証券 4,000

　　　投資等 2,098,926

　　　　出資金 42,267

　　　　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 8,214

　２．非金融資産 20,780,539

　　事業用資産 8,520,828

　　　有形固定資産 8,447,421

　　　　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 112,097

　　　　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 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 23,415,622
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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）

単体会計

【負債の部】

　１．流動負債 330,053

　　未払金及び未払費用

　　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） 8,118

　　公債（短期） 293,544

　　短期借入金

　　その他の流動負債

　２．非流動負債 2,968,462

　　公債 2,547,531

　　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 3,298,515

【純資産の部】

　財源 684,331

　資産形成充当財源（調達源泉別） 2,214,318

　　税収

　　社会保険料

　　移転収入

　　公債等

　　その他の財源の調達 2,204,495

　　評価・換算差額等 9,823

　その他の純資産 17,218,459

　　開始時未分析残高 17,218,459

　　その他純資産

純資産合計 20,117,107

負債・純資産合計 23,415,622
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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）

単体会計

【経常費用】

　１．経常業務費用 2,114,989

　　①人件費 546,014

　　　議員歳費 15,533

　　　職員給料 341,128

　　　賞与引当金繰入 28,390

　　　退職給付費用 6,760

　　　その他の人件費 154,203

　　②物件費 779,355

　　　消耗品費 82,934

　　　維持補修費 276,316

　　　減価償却費 353,862

　　　その他の物件費 66,243

　　③経費 717,031

　　　業務費 9,801

　　　委託費 619,378

　　　貸倒引当金繰入 1,189

　　　その他の経費 86,662

　　④業務関連費用 72,589

　　　公債費（利払分） 52,317

　　　借入金支払利息

　　　資産売却損

　　　その他の業務関連費用 20,272

　２．移転支出 1,798,544

　　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 4,624

　経常費用合計（総行政コスト） 3,913,533

【経常収益】

　経常業務収益 254,782

　　①業務収益 209,665

　　　自己収入 209,665

　　　その他の業務収益

　　②業務関連収益 45,117

　　　受取利息等 1,745

　　　資産売却益 40

　　　その他の業務関連収益 43,332

　経常収益合計 254,782

純経常費用（純行政コスト） 3,658,751
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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）

単体会計

Ⅰ．財源変動の部

　１．財源の使途 4,300,572

　　①純経常費用への財源措置 3,658,751

　　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 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 4,605,654

　　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 778,414

　　　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 766,539

　当期財源変動額 305,082

　期首財源残高 379,249

　期末財源残高 684,331

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部

　１．固定資産の変動 95,217

　　①固定資産の減少 131,383

　　　減価償却費・直接資本減耗相当額 96,802

　　　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 -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 87,677

　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 2,214,318

Ⅲ．その他の純資産変動の部

　１．開始時未分析残高の増減 -669,737

　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 -669,737

　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 17,218,459

当期純資産変動額 -276,978

期首純資産残高 20,394,085

期末純資産残高 20,117,107
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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）

単体会計

【経常的収支区分】

Ⅰ．経常的収支

　　１．経常的支出 3,554,082

　　　①経常業務費用支出 1,755,538

　　　　人件費支出 594,781

　　　　物件費支出 425,494

　　　　経費支出 715,842

　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く） 19,421

　　　②移転支出 1,798,544

　　　　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 4,624

　　２．経常的収入 4,082,492

　　　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 255,884

　　　　経常収益収入 199,676

　　　　業務関連収益収入 56,208

　　　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 528,410

【資本的収支区分】

Ⅱ．資本的収支

　　１．資本的支出 282,304

　　　①固定資産形成支出 224,813

　　　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 -270,390

【財務的収支区分】

Ⅲ．財務的収支

　　１．財務的支出 367,809

　　　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 315,492

　　　　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

　　　　　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 -220,691

当期資金収支額 37,330

期首資金残高 475,746

期末資金残高 513,076
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