
【様式第1号】

自治体：阿武町

会計：連結会計 （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 21,813,064,897   固定負債 2,705,197,049

    有形固定資産 19,903,913,334     地方債等 2,292,660,181

      事業用資産 8,518,773,129     長期未払金 -

        土地 1,099,913,102     退職手当引当金 412,536,868

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

        建物 12,223,860,490     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,396,825,791   流動負債 372,027,779

        工作物 382,783,116     １年内償還予定地方債等 282,954,983

        工作物減価償却累計額 -51,013,041     未払金 8,830,084

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 1,309

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 37,350,951

        航空機 -     預り金 14,778,004

        航空機減価償却累計額 -     その他 28,112,448

        その他 10,351,208 負債合計 3,077,224,828

        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 22,345,631,228

      インフラ資産 11,211,402,270   余剰分（不足分） -2,375,392,074

        土地 1,700,987,672   他団体出資等分 10,908,670

        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 707,811,501

      物品減価償却累計額 -534,073,566

    無形固定資産 32,831,070

      ソフトウェア 32,793,270

      その他 37,800

    投資その他の資産 1,876,320,493

      投資及び出資金 29,490,552

        有価証券 4,000,000

        出資金 25,490,552

        その他 -

      長期延滞債権 13,011,612

      長期貸付金 3,425,252

      基金 1,828,907,661

        減債基金 -

        その他 1,828,907,661

      その他 2,063,200

      徴収不能引当金 -577,784

  流動資産 1,245,208,138

    現金預金 605,192,099

    未収金 12,697,903

    短期貸付金 9,523,783

    基金 523,042,548

      財政調整基金 522,223,760

      減債基金 818,788

    棚卸資産 92,649,188

    その他 2,618,765

    徴収不能引当金 -516,148

  繰延資産 99,617 純資産合計 19,981,147,824

資産合計 23,058,372,652 負債及び純資産合計 23,058,372,652

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：阿武町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 9,663,495

    その他 64,206,000

純行政コスト 4,830,766,003

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 12,000

  臨時利益 73,869,495

  臨時損失 334,746,358

    災害復旧事業費 10,182,240

    資産除売却損 324,552,118

    使用料及び手数料 164,546,105

    その他 576,249,001

純経常行政コスト 4,569,889,140

      社会保障給付 231,453,814

      その他 23,073,909

  経常収益 740,795,106

        その他 37,478,583

    移転費用 2,560,042,195

      補助金等 2,305,514,472

      その他の業務費用 75,852,720

        支払利息 37,280,229

        徴収不能引当金繰入額 1,093,908

        維持補修費 105,296,437

        減価償却費 788,625,742

        その他 7,516,169

        その他 51,669,381

      物件費等 2,016,850,274

        物件費 1,115,411,926

        職員給与費 512,872,562

        賞与等引当金繰入額 37,350,951

        退職手当引当金繰入額 56,046,163

  経常費用 5,310,684,246

    業務費用 2,750,642,051

      人件費 657,939,057

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



【様式第3号】

自治体：阿武町

会計：連結会計 （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 20,206,495,611 22,848,000,222 -2,650,032,438 8,527,827

  純行政コスト（△） -4,830,766,003 -4,833,146,846 2,380,843

  財源 4,605,418,216 4,605,418,216 -

    税収等 3,283,131,942 3,283,131,942 -

    国県等補助金 1,322,286,274 1,322,286,274 -

  本年度差額 -225,347,787 -227,728,630 2,380,843

  固定資産等の変動（内部変動） -502,199,810 502,199,810

    有形固定資産等の増加 589,239,994 -589,239,994

    有形固定資産等の減少 -1,113,301,032 1,113,301,032

    貸付金・基金等の増加 48,561,213 -48,561,213

    貸付金・基金等の減少 -26,699,985 26,699,985

  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 -169,184 169,184

  本年度純資産変動額 -225,347,787 -502,368,994 274,640,364 2,380,843

本年度末純資産残高 19,981,147,824 22,345,631,228 -2,375,392,074 10,908,670

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：阿武町

会計：連結会計 （単位：円）

    地方債等償還支出 287,273,285

    その他の支出 -

  財務活動収入 168,577,170

    地方債等発行収入 168,577,170

    その他の収入 -

    資産売却収入 15,796,688

    その他の収入 -

投資活動収支 -393,066,021

【財務活動収支】

  財務活動支出 287,273,285

    その他の支出 -

  投資活動収入 231,381,216

    国県等補助金収入 205,146,618

    基金取崩収入 9,960,910

    貸付金元金回収収入 477,000

  投資活動支出 624,447,237

    公共施設等整備費支出 589,239,994

    基金積立金支出 30,807,625

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,399,618

    災害復旧事業費支出 10,182,240

    その他の支出 12,000

  臨時収入 8,479,000

業務活動収支 604,338,354

【投資活動収支】

    税収等収入 3,277,909,760

    国県等補助金収入 1,112,583,274

    使用料及び手数料収入 164,759,665

    その他の収入 578,230,511

  臨時支出 10,194,240

    移転費用支出 2,608,237,865

      補助金等支出 2,305,514,472

      社会保障給付支出 231,453,814

      その他の支出 71,269,579

  業務収入 5,133,483,210

    業務費用支出 1,919,191,751

      人件費支出 598,951,947

      物件費等支出 1,245,760,043

      支払利息支出 37,280,229

      その他の支出 37,199,532

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 4,527,429,616

本年度末現金預金残高 605,192,099

財務活動収支 -118,696,115

本年度資金収支額 92,576,218

前年度末資金残高 499,241,463

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 591,817,681

前年度末歳計外現金残高 9,889,879

本年度歳計外現金増減額 3,484,539

本年度末歳計外現金残高 13,374,418


