
串本町 【様式第1号】

会計：全体会計 （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 37,632,606   固定負債 19,084,906

    有形固定資産 33,578,491     地方債 15,101,415

      事業用資産 16,634,316     長期未払金 -

        土地 4,894,197     退職手当引当金 1,594,720

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,427,455     その他 2,388,771

        建物減価償却累計額 -18,121,224   流動負債 2,313,088

        工作物 541,946     １年内償還予定地方債 1,558,170

        工作物減価償却累計額 -116,590     未払金 146,368

        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 205,223

        航空機 -     預り金 52,581

        航空機減価償却累計額 -     その他 350,746

        その他 - 負債合計 21,397,994

        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 38,786,679

      インフラ資産 15,089,370   余剰分（不足分） -19,563,679

        土地 475,734

        建物 1,230,162

        建物減価償却累計額 -451,830

        工作物 33,196,772

        工作物減価償却累計額 -19,461,190

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 99,723

      物品 5,421,284

      物品減価償却累計額 -3,566,478

    無形固定資産 15,459

      ソフトウェア 10,474

      その他 4,985

    投資その他の資産 4,038,656

      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 1,189,137

      長期貸付金 143,988

      基金 2,604,881

        減債基金 592,526

        その他 2,012,355

      その他 -

      徴収不能引当金 -17,002

  流動資産 2,988,388

    現金預金 1,325,719

    未収金 517,398

    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 43,005

    その他 454

    徴収不能引当金 -52,259 純資産合計 19,223,000

資産合計 40,620,994 負債及び純資産合計 40,620,994

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：全体会計 （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 16,002,486

    業務費用 8,511,651

      人件費 3,122,163

        職員給与費 2,111,115

        賞与等引当金繰入額 204,193

        退職手当引当金繰入額 96,354

        その他 710,501

      物件費等 5,021,399

        物件費 3,120,413

        維持補修費 286,251

        減価償却費 1,612,531

        その他 2,204

      その他の業務費用 368,089

        支払利息 174,934

        徴収不能引当金繰入額 15,009

        その他 178,146

    移転費用 7,490,835

      補助金等 6,462,701

      社会保障給付 969,783

      他会計への繰出金 -

      その他 58,351

  経常収益 2,697,339

    使用料及び手数料 2,081,665

    その他 615,674

純経常行政コスト 13,305,146

  臨時損失 45,037

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 37,449

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 208

純行政コスト 13,346,689

    その他 7,588

  臨時利益 3,494

    資産売却益 3,286



串本町 【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 18,989,505 39,607,954 -20,618,448

  純行政コスト（△） -13,346,689 -13,346,689

  財源 13,376,215 13,376,215

    税収等 10,185,939 10,185,939

    国県等補助金 3,190,276 3,190,276

  本年度差額 29,526 29,526

  固定資産等の変動（内部変動） -1,175,424 1,175,424

    有形固定資産等の増加 942,993 -942,993

    有形固定資産等の減少 -1,688,991 1,688,991

    貸付金・基金等の増加 1,171,019 -1,171,019

    貸付金・基金等の減少 -1,600,444 1,600,444

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 354,150 354,150

  その他 -150,180 - -150,180

  本年度純資産変動額 233,495 -821,275 1,054,770

本年度末純資産残高 19,223,000 38,786,679 -19,563,679

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：全体会計 （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 14,336,853

    業務費用支出 6,846,018

      人件費支出 3,111,325

      物件費等支出 3,430,729

      支払利息支出 174,934

      その他の支出 129,030

    移転費用支出 7,490,835

      補助金等支出 6,462,701

      社会保障給付支出 969,783

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 58,351

  業務収入 15,324,041

    税収等収入 9,999,314

    国県等補助金収入 2,790,651

    使用料及び手数料収入 2,014,582

    その他の収入 519,494

  臨時支出 40,358

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 40,358

  臨時収入 117,103

業務活動収支 1,063,934

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,435,257

    公共施設等整備費支出 1,055,250

    基金積立金支出 845,747

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 534,260

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,204,748

    国県等補助金収入 358,394

    基金取崩収入 657,143

    貸付金元金回収収入 1,156,397

    資産売却収入 3,729

    その他の収入 29,085

投資活動収支 -230,509

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,329,101

    地方債償還支出 2,328,355

    その他の支出 746

  財務活動収入 2,015,322

    地方債発行収入 2,015,322

前年度末歳計外現金残高 41,268

本年度歳計外現金増減額 774

本年度末歳計外現金残高 42,043

本年度末現金預金残高 1,325,719

    その他の収入 -

財務活動収支 -313,779

本年度資金収支額 519,647

前年度末資金残高 764,029

本年度末資金残高 1,283,676


