
【様式第1号】

自治体名：売木村

会計：連結会計 （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 8,868,031   固定負債 1,456,471

    有形固定資産 8,003,658     地方債等 1,235,925

      事業用資産 4,947,621     長期未払金 -

        土地 1,504,282     退職手当引当金 219,738

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,895,020     その他 807

        立木竹減損損失累計額 -44,841   流動負債 170,709

        建物 4,490,395     １年内償還予定地方債等 152,693

        建物減価償却累計額 -3,311,223     未払金 134

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 432,236     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -283,311     前受収益 167

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 17,613

        船舶 -     預り金 98

        船舶減価償却累計額 -     その他 4

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,627,180

        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 9,199,849

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,571,477

        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 265,064

      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 702,344

      物品減価償却累計額 -601,521

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 31,061

      ソフトウェア 765

      その他 30,296

    投資その他の資産 833,312

      投資及び出資金 24,265

        有価証券 9,326

        出資金 14,939

        その他 -

      長期延滞債権 631

      長期貸付金 36,647

      基金 771,798

        減債基金 253,951

        その他 517,847

      その他 0

      徴収不能引当金 -29

  流動資産 387,520

    現金預金 51,132

    未収金 4,720

    短期貸付金 1,921

    基金 329,897

      財政調整基金 564,322

      減債基金 -234,425

    棚卸資産 1

    その他 0

    徴収不能引当金 -151

  繰延資産 - 純資産合計 7,628,371

資産合計 9,255,551 負債及び純資産合計 9,255,551

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：売木村

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 1,326,796

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 1,731

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,731

    使用料及び手数料 159,511

    その他 71,704

純経常行政コスト 1,325,065

      社会保障給付 91,828

      その他 4,082

  経常収益 231,215

        その他 4,908

    移転費用 422,459

      補助金等 326,548

      その他の業務費用 20,483

        支払利息 15,567

        徴収不能引当金繰入額 8

        維持補修費 81,002

        減価償却費 288,771

        その他 293

        その他 41,854

      物件費等 843,681

        物件費 473,615

        職員給与費 204,762

        賞与等引当金繰入額 17,613

        退職手当引当金繰入額 5,429

  経常費用 1,556,279

    業務費用 1,133,821

      人件費 269,657

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：売木村

会計：連結会計 （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 7,634,335 9,172,473 -1,538,137 -

  純行政コスト（△） -1,326,796 -1,326,796 -

  財源 1,270,852 1,270,852 -

    税収等 884,498 884,498 -

    国県等補助金 386,354 386,354 -

  本年度差額 -55,944 -55,944 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,927 4,927

    有形固定資産等の増加 531,806 -531,806

    有形固定資産等の減少 -339,959 339,959

    貸付金・基金等の増加 306,710 -306,710

    貸付金・基金等の減少 -503,484 503,484

  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 55,044 61,908 -6,863 -

  その他 -4,911 -29,457 24,546

  本年度純資産変動額 -5,959 27,376 -33,335 -

本年度末純資産残高 7,628,371 9,199,849 -1,571,477 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 96,599

本年度歳計外現金増減額 -96,572

本年度末歳計外現金残高 27

本年度末現金預金残高 51,132

財務活動収支 854

本年度資金収支額 -43,657

前年度末資金残高 93,723

比例連結割合変更に伴う差額 1,038

本年度末資金残高 51,105

    地方債等償還支出 154,325

    その他の支出 55

  財務活動収入 155,234

    地方債等発行収入 155,223

    その他の収入 11

    資産売却収入 -

    その他の収入 256

投資活動収支 -278,743

【財務活動収支】

  財務活動支出 154,380

    その他の支出 -

  投資活動収入 259,245

    国県等補助金収入 7,805

    基金取崩収入 246,585

    貸付金元金回収収入 4,600

  投資活動支出 537,988

    公共施設等整備費支出 482,614

    基金積立金支出 51,476

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,897

    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 234,232

【投資活動収支】

    税収等収入 880,278

    国県等補助金収入 378,541

    使用料及び手数料収入 165,984

    その他の収入 71,126

  臨時支出 -

    移転費用支出 424,567

      補助金等支出 326,542

      社会保障給付支出 91,828

      その他の支出 6,197

  業務収入 1,495,929

    業務費用支出 837,130

      人件費支出 261,750

      物件費等支出 554,902

      支払利息支出 15,567

      その他の支出 4,912

連結資金収支計算書
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 1,261,697


