
一般会計等 【様式第1号】

自治体名：串本町 （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 29,146,152   固定負債 14,117,695

    有形固定資産 25,530,043     地方債 12,488,645

      事業用資産 13,509,153     長期未払金 -

        土地 4,286,362     退職手当引当金 1,629,050

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,071,530     その他 -

        建物減価償却累計額 -17,072,027   流動負債 1,444,247

        工作物 255,466     １年内償還予定地方債 1,283,137

        工作物減価償却累計額 -55,334     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 119,959

        航空機 -     預り金 41,151

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 15,561,942

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 23,155   固定資産等形成分 30,406,874

      インフラ資産 11,729,317   余剰分（不足分） -15,130,642

        土地 265,428

        建物 138,438

        建物減価償却累計額 -203

        工作物 27,154,580

        工作物減価償却累計額 -15,828,927

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 967,081

      物品減価償却累計額 -675,508

    無形固定資産 11,429

      ソフトウェア 8,370

      その他 3,059

    投資その他の資産 3,604,679

      投資及び出資金 116,451

        有価証券 12,752

        出資金 103,699

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,143,159

      長期貸付金 113,122

      基金 2,244,711

        減債基金 566,544

        その他 1,678,167

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,764

  流動資産 1,692,023

    現金預金 391,118

    未収金 42,245

    短期貸付金 32,660

    基金 1,228,063

      財政調整基金 1,228,063

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,064 純資産合計 15,276,232

資産合計 30,838,174 負債及び純資産合計 30,838,174

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



一般会計等 【様式第2号】

自治体名：串本町 （単位：千円）

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 8,732,946

    業務費用 5,166,284

      人件費 1,652,055

        職員給与費 1,157,524

        賞与等引当金繰入額 119,959

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 374,571

      物件費等 3,316,506

        物件費 1,886,811

        維持補修費 340,850

        減価償却費 1,087,384

        その他 1,461

      その他の業務費用 197,724

        支払利息 126,561

        徴収不能引当金繰入額 11,373

        その他 59,789

    移転費用 3,566,662

      補助金等 1,165,321

      社会保障給付 925,472

      他会計への繰出金 1,470,452

      その他 5,417

  経常収益 533,427

    使用料及び手数料 162,525

    その他 370,902

純経常行政コスト 8,199,519

  臨時損失 78,317

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 78,317

    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 8,275,605

    その他 -

  臨時利益 2,230

    資産売却益 2,230



一般会計等 【様式第3号】

自治体名：串本町 （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 15,354,594 31,036,956 -15,682,361

  純行政コスト（△） -8,275,605 -8,275,605

  財源 8,197,243 8,197,243

    税収等 6,579,953 6,579,953

    国県等補助金 1,617,290 1,617,290

  本年度差額 -78,362 -78,362

  固定資産等の変動（内部変動） -630,081 630,081

    有形固定資産等の増加 607,705 -607,705

    有形固定資産等の減少 -1,112,496 1,112,496

    貸付金・基金等の増加 525,118 -525,118

    貸付金・基金等の減少 -650,408 650,408

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -78,362 -630,081 551,719

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

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



一般会計等 【様式第4号】

自治体名：串本町 （単位：千円）

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,680,157

    業務費用支出 4,113,495

      人件費支出 1,649,333

      物件費等支出 2,291,109

      支払利息支出 126,561

      その他の支出 46,492

    移転費用支出 3,566,662

      補助金等支出 1,165,321

      社会保障給付支出 925,472

      他会計への繰出支出 1,470,452

      その他の支出 5,417

  業務収入 7,841,492

    税収等収入 6,576,233

    国県等補助金収入 833,866

    使用料及び手数料収入 167,332

    その他の収入 264,062

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 591,608

業務活動収支 752,943

【投資活動収支】

  投資活動支出 949,630

    公共施設等整備費支出 607,705

    基金積立金支出 306,285

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 35,640

    その他の支出 -

  投資活動収入 649,587

    国県等補助金収入 191,816

    基金取崩収入 394,853

    貸付金元金回収収入 52,077

    資産売却収入 3,057

    その他の収入 7,785

投資活動収支 -300,042

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,153,066

    地方債償還支出 1,153,066

    その他の支出 -

  財務活動収入 744,696

    地方債発行収入 744,696

前年度末歳計外現金残高 41,682

本年度歳計外現金増減額 -531

本年度末歳計外現金残高 41,151

本年度末現金預金残高 391,118

    その他の収入 -

財務活動収支 -408,370

本年度資金収支額 44,530

前年度末資金残高 305,437

本年度末資金残高 349,968


