
睦沢町　一般会計等 【様式第1号】

（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 12,707,727,672   固定負債 3,685,030,071

    有形固定資産 11,652,676,511     地方債 2,594,652,041

      事業用資産 5,957,972,617     長期未払金 -

        土地 1,358,105,293     退職手当引当金 1,087,301,335

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,549,317,557     その他 3,076,695

        建物減価償却累計額 -4,459,085,923   流動負債 340,489,470

        工作物 671,026,700     １年内償還予定地方債 272,154,093

        工作物減価償却累計額 -182,851,010     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 46,514,591

        航空機 -     預り金 19,228,012

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,592,774

        その他 - 負債合計 4,025,519,541

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,460,000   固定資産等形成分 13,823,629,977

      インフラ資産 5,553,443,000   余剰分（不足分） -3,740,348,177

        土地 56,940,289

        建物 150,864,290

        建物減価償却累計額 -116,249,479

        工作物 11,917,623,325

        工作物減価償却累計額 -6,455,735,425

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 403,409,094

      物品減価償却累計額 -262,148,200

    無形固定資産 19,442,459

      ソフトウェア 19,442,421

      その他 38

    投資その他の資産 1,035,608,702

      投資及び出資金 500,104,000

        有価証券 -

        出資金 500,104,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 35,501,783

      長期貸付金 -

      基金 503,505,000

        減債基金 60,823,725

        その他 442,681,275

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,502,081

  流動資産 1,401,073,669

    現金預金 184,971,668

    未収金 82,518,308

    短期貸付金 -

    基金 1,115,902,305

      財政調整基金 1,115,902,305

      減債基金 -

    棚卸資産 17,681,388

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 10,083,281,800

資産合計 14,108,801,341 負債及び純資産合計 14,108,801,341

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



睦沢町　一般会計等 【様式第2号】

（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 3,262,297,303

    業務費用 2,083,876,043

      人件費 751,201,031

        職員給与費 471,595,320

        賞与等引当金繰入額 46,514,591

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 233,091,120

      物件費等 1,292,658,699

        物件費 758,115,342

        維持補修費 14,789,520

        減価償却費 519,753,837

        その他 -

      その他の業務費用 40,016,313

        支払利息 28,871,672

        徴収不能引当金繰入額 3,502,081

        その他 7,642,560

    移転費用 1,178,421,260

      補助金等 616,585,995

      社会保障給付 266,433,400

      他会計への繰出金 266,936,420

      その他 28,465,445

  経常収益 193,756,042

    使用料及び手数料 113,271,076

    その他 80,484,966

純経常行政コスト 3,068,541,261

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 3,043,793,878

    その他 -

  臨時利益 24,747,383

    資産売却益 24,747,383



睦沢町　一般会計等 【様式第3号】

（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 10,024,843,878 13,695,282,392 -3,670,438,514

  純行政コスト（△） -3,043,793,878 -3,043,793,878

  財源 3,101,007,942 3,101,007,942

    税収等 2,388,312,483 2,388,312,483

    国県等補助金 712,695,459 712,695,459

  本年度差額 57,214,064 57,214,064

  固定資産等の変動（内部変動） 127,123,727 -127,123,727

    有形固定資産等の増加 484,563,773 -484,563,773

    有形固定資産等の減少 -532,819,382 532,819,382

    貸付金・基金等の増加 274,418,798 -274,418,798

    貸付金・基金等の減少 -99,039,462 99,039,462

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,223,858 1,223,858

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 58,437,922 128,347,585 -69,909,663

本年度末純資産残高 10,083,281,800 13,823,629,977 -3,740,348,177

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



睦沢町　一般会計等 【様式第4号】

（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 2,771,727,758

    業務費用支出 1,560,315,060

      人件費支出 751,161,619

      物件費等支出 772,904,862

      支払利息支出 28,871,672

      その他の支出 7,376,907

    移転費用支出 1,211,412,698

      補助金等支出 649,577,433

      社会保障給付支出 266,433,400

      他会計への繰出支出 266,936,420

      その他の支出 28,465,445

  業務収入 3,305,511,215

    税収等収入 2,386,655,549

    国県等補助金収入 726,843,226

    使用料及び手数料収入 113,319,851

    その他の収入 78,692,589

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 533,783,457

【投資活動収支】

  投資活動支出 718,884,641

    公共施設等整備費支出 487,156,547

    基金積立金支出 225,594,094

    投資及び出資金支出 6,134,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 155,050,941

    国県等補助金収入 37,087,233

    基金取崩収入 55,652,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 62,311,708

    その他の収入 -

投資活動収支 -563,833,700

【財務活動収支】

  財務活動支出 264,864,229

    地方債償還支出 264,864,229

    その他の支出 -

  財務活動収入 243,700,000

    地方債発行収入 243,700,000

前年度末歳計外現金残高 17,357,727

本年度歳計外現金増減額 1,870,285

本年度末歳計外現金残高 19,228,012

本年度末現金預金残高 184,971,668

    その他の収入 -

財務活動収支 -21,164,229

本年度資金収支額 -51,214,472

前年度末資金残高 216,958,128

本年度末資金残高 165,743,656


