
睦沢町　連結会計 【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 15,424,242,651   固定負債 4,878,919,775

    有形固定資産 13,727,591,442     地方債等 3,186,905,075

      事業用資産 7,083,647,751     長期未払金 53

        土地 1,524,730,202     退職手当引当金 1,234,136,354

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,090,128,827     その他 457,878,293

        建物減価償却累計額 -5,176,405,460   流動負債 452,461,748

        工作物 728,616,947     １年内償還予定地方債等 341,912,265

        工作物減価償却累計額 -203,871,972     未払金 23,923,670

        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 185,940

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 59,071,966

        航空機 -     預り金 19,994,313

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,373,594

        その他 43,605,717 負債合計 5,331,381,523

        その他減価償却累計額 -21,267,024 【純資産の部】

        建設仮勘定 98,110,514   固定資産等形成分 16,598,381,285

      インフラ資産 6,467,022,291   余剰分（不足分） -4,687,313,357

        土地 142,537,568   他団体出資等分 4,022,157

        建物 520,586,148

        建物減価償却累計額 -296,361,725

        工作物 12,684,548,758

        工作物減価償却累計額 -6,838,933,130

        その他 687,101,552

        その他減価償却累計額 -485,135,977

        建設仮勘定 52,679,097

      物品 478,339,879

      物品減価償却累計額 -301,418,479

    無形固定資産 915,243,727

      ソフトウェア 23,077,062

      その他 892,166,665

    投資その他の資産 781,407,482

      投資及び出資金 7,904,740

        有価証券 -

        出資金 7,904,740

        その他 -

      長期延滞債権 82,321,592

      長期貸付金 1,735,445

      基金 696,000,101

        減債基金 60,823,725

        その他 635,176,376

      その他 36

      徴収不能引当金 -6,554,432

  流動資産 1,822,228,957

    現金預金 525,054,721

    未収金 102,998,836

    短期貸付金 36,344

    基金 1,174,102,290

      財政調整基金 1,174,102,290

      減債基金 -

    棚卸資産 18,194,991

    その他 1,841,775

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 11,915,090,085

資産合計 17,246,471,608 負債及び純資産合計 17,246,471,608

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



睦沢町　連結会計 【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 24,750,324

    その他 1,976,338

純行政コスト 6,629,555,335

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,890,730

  臨時利益 26,726,662

  臨時損失 1,890,730

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 329,365,729

    その他 133,028,316

純経常行政コスト 6,654,391,267

      社会保障給付 266,433,400

      その他 29,323,895

  経常収益 462,394,045

        その他 74,077,443

    移転費用 4,255,292,283

      補助金等 3,959,534,988

      その他の業務費用 121,140,278

        支払利息 40,520,203

        徴収不能引当金繰入額 6,542,632

        維持補修費 43,540,434

        減価償却費 656,489,362

        その他 5,308,693

        その他 255,586,607

      物件費等 1,686,116,890

        物件費 980,778,401

        職員給与費 662,435,749

        賞与等引当金繰入額 58,832,466

        退職手当引当金繰入額 77,381,039

  経常費用 7,116,785,312

    業務費用 2,861,493,029

      人件費 1,054,235,861

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



睦沢町　連結会計 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 11,861,895,548 16,451,804,521 -4,589,908,973 -

  純行政コスト（△） -6,629,555,335 -6,629,535,905 -19,430

  財源 6,669,320,076 6,669,278,489 41,587

    税収等 4,637,169,390 4,637,169,390 -

    国県等補助金 2,032,150,686 2,032,109,099 41,587

  本年度差額 39,764,741 39,742,584 22,157

  固定資産等の変動（内部変動） 143,150,452 -143,150,452

    有形固定資産等の増加 616,389,959 -616,389,959

    有形固定資産等の減少 -669,997,667 669,997,667

    貸付金・基金等の増加 379,136,415 -379,136,415

    貸付金・基金等の減少 -182,378,255 182,378,255

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,508,307 9,508,307

  他団体出資等分の増加 -4,000,000 4,000,000

  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 3,921,489 -6,081,995 10,003,484

  本年度純資産変動額 53,194,537 146,576,764 -97,404,384 4,022,157

本年度末純資産残高 11,915,090,085 16,598,381,285 -4,687,313,357 4,022,157

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



睦沢町　連結会計 【様式第4号】

（単位：円）

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 1,885,776

本年度末歳計外現金残高 19,243,503

本年度末現金預金残高 525,054,721

財務活動収支 -18,348,215

本年度資金収支額 -28,421,291

前年度末資金残高 534,232,509

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 505,811,218

    地方債等償還支出 334,830,813

    その他の支出 5,254,125

  財務活動収入 321,736,723

    地方債等発行収入 321,736,723

    その他の収入 -

    資産売却収入 62,253,300

    その他の収入 4,000,000

投資活動収支 -708,837,015

【財務活動収支】

  財務活動支出 340,084,938

    その他の支出 1

  投資活動収入 190,323,326

    国県等補助金収入 37,087,233

    基金取崩収入 86,939,073

    貸付金元金回収収入 43,720

  投資活動支出 899,160,341

    公共施設等整備費支出 620,729,196

    基金積立金支出 275,845,331

    投資及び出資金支出 2,585,778

    貸付金支出 35

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,890,730

  臨時収入 1,949,138

業務活動収支 698,763,939

【投資活動収支】

    税収等収入 4,619,241,377

    国県等補助金収入 2,046,671,576

    使用料及び手数料収入 329,420,692

    その他の収入 124,423,528

  臨時支出 1,890,730

    移転費用支出 4,288,111,306

      補助金等支出 3,992,526,426

      社会保障給付支出 266,433,400

      その他の支出 29,151,480

  業務収入 7,119,757,173

    業務費用支出 2,132,940,336

      人件費支出 978,609,075

      物件費等支出 1,040,218,619

      支払利息支出 40,520,203

      その他の支出 73,592,439

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 6,421,051,642


