
【様式第1号】

自治体名：売木村

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 8,628,204   固定負債 1,369,506

    有形固定資産 7,811,992     地方債等 1,180,113

      事業用資産 4,769,679     長期未払金 -

        土地 1,490,969     退職手当引当金 189,393

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,739,916     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 166,422

        建物 4,391,389     １年内償還予定地方債等 150,771

        建物減価償却累計額 -3,248,882     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 415,042     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -280,624     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 15,651

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,535,928

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 8,930,458

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,493,229

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 261,870

      インフラ資産 2,955,213

        土地 7,691

        土地減損損失累計額 -

        建物 90,057

        建物減価償却累計額 -37,388

        建物減損損失累計額 -

        工作物 7,030,250

        工作物減価償却累計額 -4,141,045

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 5,648

      物品 624,657

      物品減価償却累計額 -537,557

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 30,296

      ソフトウェア -

      その他 30,296

    投資その他の資産 785,916

      投資及び出資金 10,189

        有価証券 -

        出資金 10,189

        その他 -

      長期延滞債権 625

      長期貸付金 36,590

      基金 738,540

        減債基金 253,951

        その他 484,589

      その他 -

      徴収不能引当金 -29

  流動資産 344,953

    現金預金 39,435

    未収金 3,415

    短期貸付金 1,921

    基金 300,333

      財政調整基金 534,758

      減債基金 -234,425

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -151

  繰延資産 - 純資産合計 7,437,228

資産合計 8,973,157 負債及び純資産合計 8,973,157

全体会計　貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：売木村

会計：全体会計 （単位：千円）

全体会計　行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 1,422,977

    業務費用 1,032,943

      人件費 234,008

        職員給与費 178,931

        賞与等引当金繰入額 15,651

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 39,426

      物件費等 780,480

        物件費 419,184

        維持補修費 79,356

        減価償却費 281,702

        その他 238

      その他の業務費用 18,455

        支払利息 15,404

        徴収不能引当金繰入額 8

        その他 3,043

    移転費用 390,035

      補助金等 372,895

      社会保障給付 13,134

      その他 4,006

  経常収益 192,090

    使用料及び手数料 134,225

    その他 57,864

純経常行政コスト 1,230,888

  臨時損失 1,731

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,731

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 1,232,619



【様式第3号】

自治体名：売木村

会計：全体会計 （単位：千円）

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 7,496,567 8,961,792 -1,465,225 -

  純行政コスト（△） -1,232,619 -1,232,619 -

  財源 1,173,434 1,173,434 -

    税収等 829,577 829,577 -

    国県等補助金 343,857 343,857 -

  本年度差額 -59,185 -59,185 -

  固定資産等の変動（内部変動） -31,186 31,186

    有形固定資産等の増加 494,449 -494,449

    有形固定資産等の減少 -326,079 326,079

    貸付金・基金等の増加 300,927 -300,927

    貸付金・基金等の減少 -500,483 500,483

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -148 -148

  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 -59,333 -31,334 -27,999 -

本年度末純資産残高 7,437,228 8,930,458 -1,493,229 -

全体会計　純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

自治体名：売木村

会計：全体会計 （単位：千円）

全体会計　資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,137,371

    業務費用支出 747,336

      人件費支出 230,111

      物件費等支出 498,778

      支払利息支出 15,404

      その他の支出 3,043

    移転費用支出 390,035

      補助金等支出 372,895

      社会保障給付支出 13,134

      その他の支出 4,006

  業務収入 1,366,836

    税収等収入 825,383

    国県等補助金収入 343,857

    使用料及び手数料収入 140,381

    その他の収入 57,215

  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 229,466

【投資活動収支】

  投資活動支出 501,318

    公共施設等整備費支出 451,804

    基金積立金支出 45,674

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,840

    その他の支出 -

  投資活動収入 249,026

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 244,426

    貸付金元金回収収入 4,600

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -252,292

【財務活動収支】

  財務活動支出 150,931

    地方債等償還支出 150,931

    その他の支出 -

  財務活動収入 132,083

    地方債等発行収入 132,083

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 96,011

本年度歳計外現金増減額 -96,011

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 39,435

財務活動収支 -18,848

本年度資金収支額 -41,674

前年度末資金残高 81,109

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 39,435


