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

　固定資産      14,128,320,468 　固定負債       4,777,390,219

　　有形固定資産      12,776,218,999 　　地方債       4,149,160,434

　　　事業用資産       6,555,888,980 　　長期未払金           6,148,038

　　　　土地         988,812,664 　　退職手当引当金         418,991,886

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

　　　　建物      11,452,805,421 　　その他         171,715,023

　　　　建物減価償却累計額     △6,645,289,695 　流動負債         602,919,335

　　　　工作物       1,763,306,757 　　１年内償還予定地方債         509,441,076

　　　　工作物減価償却累計額     △1,431,667,487 　　未払金          29,459,397

　　　　船舶             216,734 　　未払費用               7,049

　　　　船舶減価償却累計額           △216,734 　　前受金                  －

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  24

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金          57,091,901

　　　　航空機                  － 　　預り金           4,647,940

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他           2,271,948

　　　　その他                  － 負債合計       5,380,309,554

　　　　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      15,220,364,158

　　　インフラ資産       6,327,336,890 　余剰分（不足分）     △5,135,168,696

　　　　土地         893,825,547 　他団体出資等分           1,991,575

　　　　建物       2,951,066,258

　　　　建物減価償却累計額     △2,278,673,797

　　　　工作物      10,654,202,925

　　　　工作物減価償却累計額     △5,980,372,301

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          87,288,258

　　　物品       1,447,324,572

　　　物品減価償却累計額     △1,169,296,007

　　無形固定資産          93,356,269

　　　ソフトウェア          92,144,636

　　　その他           1,211,633

　　投資その他の資産         873,709,764

　　　投資及び出資金          47,825,994

　　　　有価証券             100,000

　　　　出資金           7,903,000

　　　　その他          39,822,994

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          15,358,887

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         750,988,011

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

連結

科目 金額

北竜町

1

平成30年 9月 4日



　　　　減債基金                  －

　　　　その他         750,988,011

　　　その他          59,921,348

　　　徴収不能引当金           △384,476

　流動資産       1,339,176,123

　　現金預金         215,995,862

　　未収金          18,605,193

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,092,043,690

　　　財政調整基金       1,043,713,295

　　　減債基金          48,330,395

　　棚卸資産           6,933,428

　　その他           5,597,950

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      10,087,187,037

資産合計      15,467,496,591 負債・純資産合計      15,467,496,591

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

連結

科目 金額

北竜町

2

平成30年 9月 4日



経常費用                  4,742,007,035

　業務費用                  3,015,909,669

　　人件費                    902,892,883

　　　職員給与費                    799,337,519

　　　賞与等引当金繰入額                     57,160,775

　　　退職手当引当金繰入額                      1,430,561

　　　その他                     44,964,028

　　物件費等                  1,999,656,209

　　　物件費                  1,051,836,335

　　　維持補修費                     39,802,596

　　　減価償却費                    710,188,310

　　　その他                    197,828,968

　　その他の業務費用                    113,360,577

　　　支払利息                     41,230,634

　　　徴収不能引当金繰入額                        384,476

　　　その他                     71,745,467

　移転費用                  1,726,097,366

　　補助金等                  1,605,615,070

　　社会保障給付                    115,767,751

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                      4,714,545

経常収益                  1,074,880,325

　使用料及び手数料                    173,843,598

　その他                    901,036,727

純経常行政コスト                  3,667,126,710

臨時損失                     47,430,701

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                     47,430,701

　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                      8,955,037

　資産売却益                      1,213,403

　その他                      7,741,634

純行政コスト                  3,705,602,374

連結行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成29年03月31日

科目 金額

北竜町

3

平成30年 9月 4日



－ －10,001,873,046前年度末純資産残高 －

－△3,705,602,374　純行政コスト（△） －

－3,788,660,436　財源 －

－2,804,092,999　　税収等 －

－984,567,437　　国県等補助金 －

－83,058,062　本年度差額 －

－ －　固定資産等の変動（内部変動） －

－ －　　有形固定資産等の増加 －

－ －　　有形固定資産等の減少 －

－ －　　貸付金・基金等の増加 －

－ －　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

－5,187,876　無償所管替等

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ －△2,931,947　その他

－ －85,313,991　本年度純資産変動額 －

－ －10,087,187,037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

連結純資産変動計算書
自 平成28年04月01日

連結

至 平成29年03月31日

他団体出資等分

北竜町

4

平成30年 9月 4日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,332,370,021

　　業務費用支出                  1,838,256,526

　　　人件費支出                    725,585,400

　　　物件費等支出                  1,069,119,854

　　　支払利息支出                     40,513,534

　　　その他の支出                      3,037,738

　　移転費用支出                  1,494,113,495

　　　補助金等支出                  1,374,735,344

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

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                      3,610,400

　業務収入                  4,111,789,069

　　税収等収入                  2,641,040,860

　　国県等補助金収入                    797,844,277

　　使用料及び手数料収入                    147,965,655

　　その他の収入                    524,938,277

　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                    779,419,048

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,053,539,508

　　公共施設等整備費支出                    739,424,053

　　基金積立金支出                    281,012,569

　　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                    218,673,222

　　国県等補助金収入                     18,026,000

　　基金取崩収入                    171,352,222

　　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                  △834,866,286

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    452,685,228

　　地方債償還支出                    445,950,911

　　その他の支出                      6,734,317

　財務活動収入                    495,760,886

　　地方債発行収入                    492,825,000

　　その他の収入                      2,935,886

連結資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

連結

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



財務活動収支                     43,075,658

本年度資金収支額                   △12,371,580

前年度末資金残高                    145,910,689

本年度末資金残高                    133,539,109

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                    215,995,862

連結資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成29年03月31日

科目 金額

北竜町

6

平成30年 9月 4日


