
【様式第1号】

自治体名：阿武町

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 21,704,840,340   固定負債 2,644,344,181

    有形固定資産 19,894,692,575     地方債等 2,292,660,181

      事業用資産 8,509,967,406     長期未払金 -

        土地 1,099,913,102     退職手当引当金 351,684,000

        立木竹 208,257,499     損失補償等引当金 -

        建物 12,208,284,827     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,386,008,362   流動負債 330,870,948

        工作物 382,119,482     １年内償還予定地方債等 280,734,187

        工作物減価償却累計額 -50,409,738     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 37,306,695

        航空機 -     預り金 12,830,066

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 6,364,050 負債合計 2,975,215,129

        その他減価償却累計額 -591,854 【純資産の部】

        建設仮勘定 42,038,400   固定資産等形成分 22,223,598,462

      インフラ資産 11,211,402,270   余剰分（不足分） -2,365,602,832

        土地 1,700,987,672   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 20,680,453,532

        工作物減価償却累計額 -11,268,350,323

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 98,311,389

      物品 705,987,338

      物品減価償却累計額 -532,664,439

    無形固定資産 32,793,270

      ソフトウェア 32,793,270

      その他 -

    投資その他の資産 1,777,354,495

      投資及び出資金 54,480,552

        有価証券 4,000,000

        出資金 50,480,552

        その他 -

      長期延滞債権 12,949,202

      長期貸付金 -

      基金 1,710,502,234

        減債基金 -

        その他 1,710,502,234

      その他 -

      徴収不能引当金 -577,493

  流動資産 1,128,370,419

    現金預金 517,015,540

    未収金 9,396,990

    短期貸付金 -

    基金 518,758,122

      財政調整基金 517,939,334

      減債基金 818,788

    棚卸資産 83,715,891

    その他 -

    徴収不能引当金 -516,124

  繰延資産 - 純資産合計 19,857,995,630

資産合計 22,833,210,759 負債及び純資産合計 22,833,210,759

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：阿武町

会計：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 4,118,550,156

    業務費用 2,194,371,051

      人件費 516,406,374

        職員給与費 440,102,519

        賞与等引当金繰入額 37,306,695

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 38,997,160

      物件費等 1,624,862,861

        物件費 728,282,201

        維持補修費 103,389,610

        減価償却費 785,680,062

        その他 7,510,988

      その他の業務費用 53,101,816

        支払利息 37,214,552

        徴収不能引当金繰入額 1,093,617

        その他 14,793,647

    移転費用 1,924,179,105

      補助金等 1,686,255,301

      社会保障給付 231,196,510

      その他 6,727,294

  経常収益 251,745,144

    使用料及び手数料 164,377,879

    その他 87,367,265

純経常行政コスト 3,866,805,012

  臨時損失 334,663,416

    災害復旧事業費 10,182,240

    資産除売却損 324,481,176

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 73,800,649

    資産売却益 9,594,649

    その他 64,206,000

純行政コスト 4,127,667,779



【様式第3号】

自治体名：阿武町

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 20,093,998,844 22,734,165,427 -2,640,166,583 -

  純行政コスト（△） -4,127,667,779 -4,127,667,779 -

  財源 3,891,664,565 3,891,664,565 -

    税収等 2,935,102,400 2,935,102,400 -

    国県等補助金 956,562,165 956,562,165 -

  本年度差額 -236,003,214 -236,003,214 -

  固定資産等の変動（内部変動） -510,566,965 510,566,965

    有形固定資産等の増加 589,082,081 -589,082,081

    有形固定資産等の減少 -1,110,295,902 1,110,295,902

    貸付金・基金等の増加 25,189,803 -25,189,803

    貸付金・基金等の減少 -14,542,947 14,542,947

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -236,003,214 -510,566,965 274,563,751 -

本年度末純資産残高 19,857,995,630 22,223,598,462 -2,365,602,832 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

自治体名：阿武町

会計：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,349,016,865

    業務費用支出 1,424,837,760

      人件費支出 513,644,576

      物件費等支出 859,556,629

      支払利息支出 37,214,552

      その他の支出 14,422,003

    移転費用支出 1,924,179,105

      補助金等支出 1,686,255,301

      社会保障給付支出 231,196,510

      その他の支出 6,727,294

  業務収入 3,928,364,660

    税収等収入 2,929,864,513

    国県等補助金収入 746,859,165

    使用料及び手数料収入 164,591,439

    その他の収入 87,049,543

  臨時支出 10,182,240

    災害復旧事業費支出 10,182,240

    その他の支出 -

  臨時収入 8,479,000

業務活動収支 577,644,555

【投資活動収支】

  投資活動支出 600,917,914

    公共施設等整備費支出 589,082,081

    基金積立金支出 11,358,833

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 477,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 219,173,334

    国県等補助金収入 201,224,000

    基金取崩収入 1,733,000

    貸付金元金回収収入 477,000

    資産売却収入 15,739,334

    その他の収入 -

投資活動収支 -381,744,580

【財務活動収支】

  財務活動支出 285,235,461

    地方債等償還支出 285,235,461

    その他の支出 -

  財務活動収入 167,900,000

    地方債等発行収入 167,900,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 9,345,559

本年度歳計外現金増減額 3,484,507

本年度末歳計外現金残高 12,830,066

本年度末現金預金残高 517,015,540

財務活動収支 -117,335,461

本年度資金収支額 78,564,514

前年度末資金残高 425,620,960

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 504,185,474


