
串本町 【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 29,067,378   固定負債 13,671,463

    有形固定資産 25,244,911     地方債 12,135,334

      事業用資産 13,575,239     長期未払金 -

        土地 4,321,340     退職手当引当金 1,533,953

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,377,366     その他 2,175

        建物減価償却累計額 -17,503,273   流動負債 1,529,036

        工作物 443,043     １年内償還予定地方債 1,359,333

        工作物減価償却累計額 -71,767     未払金 -

        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 127,030

        航空機 -     預り金 41,927

        航空機減価償却累計額 -     その他 746

        その他 - 負債合計 15,200,499

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,531   固定資産等形成分 30,221,451

      インフラ資産 11,309,381   余剰分（不足分） -14,756,312

        土地 220,166

        建物 161,682

        建物減価償却累計額 -6,032

        工作物 27,208,762

        工作物減価償却累計額 -16,356,045

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 80,849

      物品 1,085,559

      物品減価償却累計額 -725,269

    無形固定資産 12,578

      ソフトウェア 9,679

      その他 2,898

    投資その他の資産 3,809,890

      投資及び出資金 117,651

        有価証券 12,752

        出資金 104,899

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,107,831

      長期貸付金 143,988

      基金 2,450,281

        減債基金 592,526

        その他 1,857,755

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,861

  流動資産 1,598,259

    現金預金 421,259

    未収金 24,521

    短期貸付金 17,129

    基金 1,136,943

      財政調整基金 1,136,943

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,594 純資産合計 15,465,139

資産合計 30,665,637 負債及び純資産合計 30,665,637

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



串本町 【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 8,945,483

    業務費用 5,510,221

      人件費 1,830,697

        職員給与費 1,323,809

        賞与等引当金繰入額 127,030

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 379,858

      物件費等 3,516,604

        物件費 2,142,920

        維持補修費 251,559

        減価償却費 1,122,116

        その他 8

      その他の業務費用 162,921

        支払利息 111,545

        徴収不能引当金繰入額 5,532

        その他 45,844

    移転費用 3,435,262

      補助金等 828,449

      社会保障給付 960,779

      他会計への繰出金 1,588,172

      その他 57,862

  経常収益 550,528

    使用料及び手数料 160,919

    その他 389,609

純経常行政コスト 8,394,955

  臨時損失 33,187

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 33,187

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 8,425,139

    その他 -

  臨時利益 3,003

    資産売却益 3,003



串本町 【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 15,276,232 30,406,874 -15,130,642

  純行政コスト（△） -8,425,139 -8,425,139

  財源 8,422,419 8,422,419

    税収等 6,969,360 6,969,360

    国県等補助金 1,453,059 1,453,059

  本年度差額 -2,720 -2,720

  固定資産等の変動（内部変動） -377,051 377,051

    有形固定資産等の増加 684,196 -684,196

    有形固定資産等の減少 -1,159,807 1,159,807

    貸付金・基金等の増加 980,488 -980,488

    貸付金・基金等の減少 -881,928 881,928

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 191,627 191,627

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 188,907 -185,424 374,330

本年度末純資産残高 15,465,139 30,221,451 -14,756,312

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



串本町 【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 7,806,168

    業務費用支出 4,370,906

      人件費支出 1,823,626

      物件費等支出 2,400,510

      支払利息支出 111,545

      その他の支出 35,225

    移転費用支出 3,435,262

      補助金等支出 828,449

      社会保障給付支出 960,779

      他会計への繰出支出 1,588,172

      その他の支出 57,862

  業務収入 8,454,784

    税収等収入 6,943,035

    国県等補助金収入 1,053,434

    使用料及び手数料収入 164,247

    その他の収入 294,067

  臨時支出 32,769

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 32,769

  臨時収入 116,895

業務活動収支 732,742

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,426,274

    公共施設等整備費支出 648,131

    基金積立金支出 743,883

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 34,260

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,000,758

    国県等補助金収入 282,730

    基金取崩収入 629,433

    貸付金元金回収収入 56,397

    資産売却収入 3,113

    その他の収入 29,085

投資活動収支 -425,516

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,283,883

    地方債償還支出 1,283,137

    その他の支出 746

  財務活動収入 1,006,022

    地方債発行収入 1,006,022

前年度末歳計外現金残高 41,151

本年度歳計外現金増減額 777

本年度末歳計外現金残高 41,927

本年度末現金預金残高 421,259

    その他の収入 -

財務活動収支 -277,861

本年度資金収支額 29,364

前年度末資金残高 349,968

本年度末資金残高 379,332


