
【様式第1号】

自治体名：阿武町

会計：一般会計等 （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 17,812,356,498   固定負債 2,131,719,454

    有形固定資産 16,011,413,027     地方債 1,780,035,454

      事業用資産 8,509,597,428     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 12,207,821,777     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,385,915,290   流動負債 267,940,390

        工作物 382,119,482     １年内償還予定地方債 221,595,767

        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 33,514,557

        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 2,399,659,844

        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 18,117,303,501

      インフラ資産 7,337,142,109   余剰分（不足分） -1,867,094,766

        土地 1,700,987,672

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 14,024,262,850

        工作物減価償却累計額 -8,475,673,802

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 87,565,389

      物品 694,063,988

      物品減価償却累計額 -529,390,498

    無形固定資産 31,821,270

      ソフトウェア 31,821,270

      その他 -

    投資その他の資産 1,769,122,201

      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 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 4,628,044

      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 -488,629

  流動資産 837,512,081

    現金預金 445,002,048

    未収金 4,240,310

    短期貸付金 -

    基金 304,947,003

      財政調整基金 304,128,215

      減債基金 818,788

    棚卸資産 83,715,891

    その他 -

    徴収不能引当金 -393,171 純資産合計 16,250,208,735

資産合計 18,649,868,579 負債及び純資産合計 18,649,868,579

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：一般会計等 （単位：円）

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 2,718,717,115

    業務費用 1,820,378,874

      人件費 460,967,848

        職員給与費 389,166,631

        賞与等引当金繰入額 33,514,557

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 38,286,660

      物件費等 1,332,676,297

        物件費 582,305,543

        維持補修費 96,016,666

        減価償却費 647,193,103

        その他 7,160,985

      その他の業務費用 26,734,729

        支払利息 21,369,563

        徴収不能引当金繰入額 881,800

        その他 4,483,366

    移転費用 898,338,241

      補助金等 411,453,673

      社会保障給付 230,955,433

      他会計への繰出金 254,967,741

      その他 961,394

  経常収益 103,841,246

    使用料及び手数料 57,342,889

    その他 46,498,357

純経常行政コスト 2,614,875,869

  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

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 64,206,000

純行政コスト 2,875,738,636

    その他 -

  臨時利益 73,800,649

    資産売却益 9,594,649



【様式第3号】

自治体名：阿武町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 16,436,710,488 18,509,435,152 -2,072,724,664

  純行政コスト（△） -2,875,738,636 -2,875,738,636

  財源 2,689,236,883 2,689,236,883

    税収等 2,178,591,611 2,178,591,611

    国県等補助金 510,645,272 510,645,272

  本年度差額 -186,501,753 -186,501,753

  固定資産等の変動（内部変動） -392,131,651 392,131,651

    有形固定資産等の増加 569,858,081 -569,858,081

    有形固定資産等の減少 -971,808,943 971,808,943

    貸付金・基金等の増加 16,187,559 -16,187,559

    貸付金・基金等の減少 -6,368,348 6,368,348

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -186,501,753 -392,131,651 205,629,898

本年度末純資産残高 16,250,208,735 18,117,303,501 -1,867,094,766

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：一般会計等 （単位：円）

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 2,087,753,656

    業務費用支出 1,189,415,415

      人件費支出 458,077,106

      物件費等支出 705,857,024

      支払利息支出 21,369,563

      その他の支出 4,111,722

    移転費用支出 898,338,241

      補助金等支出 411,453,673

      社会保障給付支出 230,955,433

      他会計への繰出支出 254,967,741

      その他の支出 961,394

  業務収入 2,589,418,665

    税収等収入 2,175,738,499

    国県等補助金収入 310,068,272

    使用料及び手数料収入 57,298,339

    その他の収入 46,313,555

  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 499,961,769

【投資活動収支】

  投資活動支出 581,087,331

    公共施設等整備費支出 569,858,081

    基金積立金支出 10,752,250

    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 209,484,334

    国県等補助金収入 192,098,000

    基金取崩収入 1,170,000

    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 -371,602,997

【財務活動収支】

  財務活動支出 225,621,886

    地方債償還支出 225,621,886

    その他の支出 -

  財務活動収入 167,900,000

    地方債発行収入 167,900,000

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 445,002,048

    その他の収入 -

財務活動収支 -57,721,886

本年度資金収支額 70,636,886

前年度末資金残高 361,535,096

本年度末資金残高 432,171,982


