
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産     11,869,869,407 　固定負債      3,846,090,582

　　有形固定資産    10,781,609,477 　　地方債     3,472,646,706

　　　事業用資産    5,847,510,282 　　長期未払金         6,148,038

　　　　土地     937,196,042 　　退職手当引当金       335,921,000

　　　　立木竹     418,346,840 　　損失補償等引当金        31,374,838

　　　　建物   9,913,483,011 　　その他                －

　　　　建物減価償却累計額 △5,680,162,741 　流動負債        461,282,770

　　　　工作物   1,538,374,914 　　１年内償還予定地方債       422,027,818

　　　　工作物減価償却累計額 △1,289,302,264 　　未払金         5,108,136

　　　　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        33,020,162

　　　　航空機              － 　　預り金         1,126,654

　　　　航空機減価償却累計額              － 　　その他                －

　　　　その他              － 負債合計       4,307,373,352

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

　　　　建設仮勘定       9,574,480 　固定資産等形成分     12,861,507,682

　　　インフラ資産    4,816,496,463 　余剰分（不足分）    △4,246,793,235

　　　　土地     884,119,490

　　　　建物   2,416,079,121

　　　　建物減価償却累計額 △1,928,027,250

　　　　工作物   7,925,554,291

　　　　工作物減価償却累計額 △4,568,517,447

　　　　その他              －

　　　　その他減価償却累計額              －

　　　　建設仮勘定      87,288,258

　　　物品      771,604,754

　　　物品減価償却累計額    △654,002,022

　　無形固定資産        85,873,243

　　　ソフトウェア       85,873,243

　　　その他               －

　　投資その他の資産     1,002,386,687

　　　投資及び出資金      432,861,430

　　　　有価証券       9,600,000

　　　　出資金     154,462,280

　　　　その他     268,799,150

　　　投資損失引当金               －

　　　長期延滞債権        6,832,510

　　　長期貸付金               －

　　　基金      562,834,252

（単位：円）
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北竜町
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　　　　減債基金              －

　　　　その他     562,834,252

　　　その他               －

　　　徴収不能引当金        △141,505

　流動資産      1,052,218,392

　　現金預金        60,277,084

　　未収金           303,033

　　短期貸付金                －

　　基金       991,638,275

　　　財政調整基金      943,307,880

　　　減債基金       48,330,395

　　棚卸資産                －

　　その他                －

　　徴収不能引当金                － 純資産合計       8,614,714,447

資産合計      12,922,087,799 負債・純資産合計      12,922,087,799

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額

北竜町
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経常費用                  2,845,016,913

　業務費用                 1,897,457,997

　　人件費                  476,252,813

　　　職員給与費                 399,640,321

　　　賞与等引当金繰入額                  33,020,162

　　　退職手当引当金繰入額                   1,258,000

　　　その他                  42,334,330

　　物件費等                1,386,653,320

　　　物件費                 795,776,033

　　　維持補修費                  24,595,636

　　　減価償却費                 564,644,921

　　　その他                   1,636,730

　　その他の業務費用                   34,551,864

　　　支払利息                  30,963,499

　　　徴収不能引当金繰入額                     141,505

　　　その他                   3,446,860

　移転費用                   947,558,916

　　補助金等                  686,990,143

　　社会保障給付                  115,767,751

　　他会計への繰出金                  142,280,522

　　その他                    2,520,500

経常収益                    208,639,436

　使用料及び手数料                    71,596,865

　その他                   137,042,571

純経常行政コスト                  2,636,377,477

臨時損失                     47,360,651

　災害復旧事業費                            －

　資産除売却損                    47,360,651

　投資損失引当金繰入額                            －

　損失補償等引当金繰入額                            －

　その他                            －

臨時利益                      8,731,079

　資産売却益                     1,175,969

　その他                     7,555,110

純行政コスト                  2,675,007,049

一般会計等行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）
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至 平成29年03月31日

科目 金額

北竜町
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12,676,440,459 △4,212,388,3608,464,052,099前年度末純資産残高

△2,675,007,049△2,675,007,049　純行政コスト（△）

2,820,645,9432,820,645,943　財源

2,221,698,9752,221,698,975　　税収等

598,946,968598,946,968　　国県等補助金

145,638,894145,638,894　本年度差額

180,043,769 △180,043,769　固定資産等の変動（内部変動）

675,189,596 △675,189,596　　有形固定資産等の増加

△638,633,706 638,633,706　　有形固定資産等の減少

258,603,058 △258,603,058　　貸付金・基金等の増加

△115,115,179 115,115,179　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

5,023,4545,023,454　無償所管替等

－ －－　その他

185,067,223 △34,404,875150,662,348　本年度純資産変動額

12,861,507,682 △4,246,793,2358,614,714,447本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

一般会計等純資産変動計算書
自 平成28年04月01日

一般会計等

至 平成29年03月31日

北竜町

4

平成30年 9月 4日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                 2,277,799,935

　　業務費用支出                1,330,241,019

　　　人件費支出                 473,822,261

　　　物件費等支出                 825,455,259

　　　支払利息支出                  30,963,499

　　　その他の支出                          －

　　移転費用支出                  947,558,916

　　　補助金等支出                 686,990,143

　　　社会保障給付支出                 115,767,751

　　　他会計への繰出支出                 142,280,522

　　　その他の支出                   2,520,500

　業務収入                 3,027,637,464

　　税収等収入                2,223,067,747

　　国県等補助金収入                  598,946,968

　　使用料及び手数料収入                   71,852,735

　　その他の収入                  133,770,014

　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                    749,837,529

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                   932,890,960

　　公共施設等整備費支出                  648,561,462

　　基金積立金支出                  251,226,612

　　投資及び出資金支出                    6,502,886

　　貸付金支出                   26,600,000

　　その他の支出                           －

　投資活動収入                   143,347,222

　　国県等補助金収入                           －

　　基金取崩収入                  114,052,222

　　貸付金元金回収収入                   26,600,000

　　資産売却収入                    2,695,000

　　その他の収入                           －

投資活動収支                  △789,543,738

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                   404,363,403

　　地方債償還支出                  397,629,086

　　その他の支出                    6,734,317

　財務活動収入                   437,725,000

　　地方債発行収入                  437,725,000

　　その他の収入                           －

一般会計等資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成29年03月31日

科目 金額

北竜町
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財務活動収支                     33,361,597

本年度資金収支額                    △6,344,612

前年度末資金残高                     65,495,042

本年度末資金残高                     59,150,430

前年度末歳計外現金残高                      4,563,016

本年度歳計外現金増減額                    △3,436,362

本年度末歳計外現金残高                      1,126,654

本年度末現金預金残高                     60,277,084

一般会計等資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成29年03月31日

科目 金額

北竜町
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平成30年 9月 4日


