
全体会計 【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 37,747,231   固定負債 19,644,601

    有形固定資産 33,971,290     地方債等 15,494,263

      事業用資産 16,647,590     長期未払金 -

        土地 4,859,219     退職手当引当金 1,684,193

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,121,619     その他 2,466,145

        建物減価償却累計額 -17,617,162   流動負債 2,235,131

        工作物 353,445     １年内償還予定地方債等 1,479,810

        工作物減価償却累計額 -92,686     未払金 154,037

        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 200,009

        航空機 -     預り金 51,274

        航空機減価償却累計額 -     その他 350,000

        その他 - 負債合計 21,879,732

        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 39,607,954

      インフラ資産 16,613,186   余剰分（不足分） -20,618,448

        土地 521,329   他団体出資等分 -

        建物 1,206,918

        建物減価償却累計額 -424,079

        工作物 33,101,620

        工作物減価償却累計額 -18,806,094

        その他 2,838,677

        その他減価償却累計額 -1,847,684

        建設仮勘定 22,498

      物品 2,452,694

      物品減価償却累計額 -1,742,181

    無形固定資産 14,510

      ソフトウェア 9,364

      その他 5,146

    投資その他の資産 3,761,431

      投資及び出資金 116,451

        有価証券 12,752

        出資金 103,699

        その他 -

      長期延滞債権 1,225,459

      長期貸付金 115,872

      基金 2,325,157

        減債基金 566,544

        その他 1,758,613

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,508

  流動資産 3,122,006

    現金預金 805,298

    未収金 457,160

    短期貸付金 632,660

    基金 1,228,063

      財政調整基金 1,228,063

      減債基金 -

    棚卸資産 47,638

    その他 907

    徴収不能引当金 -49,719

  繰延資産 - 純資産合計 18,989,505

資産合計 40,869,237 負債及び純資産合計 40,869,237

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



全体会計 【様式第2号】

自治体名：串本町 （単位：千円）

    資産売却益 37,524

    その他 63

純行政コスト 13,444,120

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 7,762

  臨時利益 37,588

  臨時損失 89,720

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 81,958

    使用料及び手数料 2,176,772

    その他 445,312

純経常行政コスト 13,391,988

      社会保障給付 933,492

      その他 5,917

  経常収益 2,622,085

        その他 183,150

    移転費用 7,825,538

      補助金等 6,886,129

      その他の業務費用 398,065

        支払利息 194,162

        徴収不能引当金繰入額 20,753

        維持補修費 369,134

        減価償却費 1,588,580

        その他 3,122

        その他 690,171

      物件費等 4,815,334

        物件費 2,854,497

        職員給与費 1,981,289

        賞与等引当金繰入額 199,013

        退職手当引当金繰入額 104,664

  経常費用 16,014,073

    業務費用 8,188,535

      人件費 2,975,136

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



全体会計 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 19,181,976 40,123,802 -20,941,826 -

  純行政コスト（△） -13,444,120 -13,444,120 -

  財源 13,234,349 13,234,349 -

    税収等 9,883,207 9,883,207 -

    国県等補助金 3,351,142 3,351,142 -

  本年度差額 -209,771 -209,771 -

  固定資産等の変動（内部変動） -533,149 533,149

    有形固定資産等の増加 1,543,961 -1,543,961

    有形固定資産等の減少 -1,967,598 1,967,598

    貸付金・基金等の増加 677,851 -677,851

    貸付金・基金等の減少 -787,363 787,363

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17,300 17,300

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -192,471 -515,848 323,377 -

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

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



全体会計 【様式第4号】

自治体名：串本町 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 41,808

本年度歳計外現金増減額 -540

本年度末歳計外現金残高 41,268

本年度末現金預金残高 805,298

財務活動収支 -537,171

本年度資金収支額 185,253

前年度末資金残高 578,776

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 764,029

    地方債等償還支出 1,633,855

    その他の支出 11,836

  財務活動収入 1,108,520

    地方債等発行収入 1,107,896

    その他の収入 624

    資産売却収入 44,140

    その他の収入 7,785

投資活動収支 -319,280

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,645,691

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,419,859

    国県等補助金収入 285,064

    基金取崩収入 430,793

    貸付金元金回収収入 652,077

  投資活動支出 1,739,139

    公共施設等整備費支出 735,112

    基金積立金支出 368,387

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 635,640

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 7,762

  臨時収入 591,671

業務活動収支 1,041,704

【投資活動収支】

    税収等収入 9,713,625

    国県等補助金収入 2,567,718

    使用料及び手数料収入 2,316,426

    その他の収入 338,472

  臨時支出 7,762

    移転費用支出 7,825,538

      補助金等支出 6,886,129

      社会保障給付支出 933,492

      その他の支出 5,917

  業務収入 14,936,240

    業務費用支出 6,652,908

      人件費支出 2,968,422

      物件費等支出 3,327,817

      支払利息支出 194,162

      その他の支出 162,507

連結資金収支計算書
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 14,478,446


