
串本町 【様式第1号】

会計：連結会計 （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 40,319,357   固定負債 20,258,852

    有形固定資産 35,873,245     地方債等 16,105,659

      事業用資産 18,167,026     長期未払金 -

        土地 5,252,193     退職手当引当金 1,764,422

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,388,771

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,591,107

        建物 30,820,647     １年内償還予定地方債等 1,712,525

        建物減価償却累計額 -18,496,827     未払金 261,481

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 787,049     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -204,568     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 212,764

        船舶 -     預り金 53,591

        船舶減価償却累計額 -     その他 350,746

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 22,849,959

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 41,566,373

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -19,546,419

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 8,531

      インフラ資産 15,089,193

        土地 475,557

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,230,162

        建物減価償却累計額 -451,830

        建物減損損失累計額 -

        工作物 33,196,772

        工作物減価償却累計額 -19,461,190

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 99,723

      物品 6,663,381

      物品減価償却累計額 -4,046,355

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 15,645

      ソフトウェア 10,660

      その他 4,985

    投資その他の資産 4,430,467

      投資及び出資金 117,651

        有価証券 12,752

        出資金 104,899

        その他 -

      長期延滞債権 1,193,182

      長期貸付金 143,988

      基金 2,992,648

        減債基金 592,526

        その他 2,400,122

      その他 -

      徴収不能引当金 -17,002

  流動資産 4,550,556

    現金預金 1,782,895

    未収金 569,433

    短期貸付金 17,129

    基金 1,229,887

      財政調整基金 1,229,887

      減債基金 -

    棚卸資産 1,002,985

    その他 485

    徴収不能引当金 -52,259

  繰延資産 - 純資産合計 22,019,954

資産合計 44,869,912 負債及び純資産合計 44,869,912

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



串本町 【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,109

    その他 208

純行政コスト 16,104,870

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 7,588

  臨時利益 3,318

  臨時損失 45,037

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 37,449

    使用料及び手数料 2,120,928

    その他 851,055

純経常行政コスト 16,063,151

      社会保障給付 4,191,943

      その他 62,009

  経常収益 2,971,983

        その他 184,105

    移転費用 9,745,447

      補助金等 5,491,495

      その他の業務費用 385,676

        支払利息 186,562

        徴収不能引当金繰入額 15,009

        維持補修費 290,139

        減価償却費 1,758,207

        その他 171,483

        その他 730,271

      物件費等 5,637,866

        物件費 3,418,037

        職員給与費 2,229,525

        賞与等引当金繰入額 209,994

        退職手当引当金繰入額 96,354

  経常費用 19,035,133

    業務費用 9,289,686

      人件費 3,266,144

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



串本町 【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 21,796,368 42,347,929 -20,551,560 -

  純行政コスト（△） -16,104,870 -16,104,870 -

  財源 16,143,671 16,143,671 -

    税収等 11,553,822 11,553,822 -

    国県等補助金 4,589,848 4,589,848 -

  本年度差額 38,801 38,801 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,104,402 1,104,402

    有形固定資産等の増加 958,370 -958,370

    有形固定資産等の減少 -1,827,294 1,827,294

    貸付金・基金等の増加 1,382,175 -1,382,175

    貸付金・基金等の減少 -1,617,653 1,617,653

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 354,150 354,150

  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 -829 16,715 -17,544 -

  その他 -168,536 -48,018 -120,517

  本年度純資産変動額 223,585 -781,556 1,005,141 -

本年度末純資産残高 22,019,954 41,566,373 -19,546,419 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 41,713

本年度歳計外現金増減額 832

本年度末歳計外現金残高 42,545

本年度末現金預金残高 1,782,895

財務活動収支 -464,786

本年度資金収支額 507,549

前年度末資金残高 1,236,742

比例連結割合変更に伴う差額 -3,941

本年度末資金残高 1,740,350

    地方債等償還支出 2,335,245

    その他の支出 145,835

  財務活動収入 2,016,293

    地方債等発行収入 2,015,322

    その他の収入 971

    資産売却収入 3,552

    その他の収入 29,085

投資活動収支 -264,606

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,481,079

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,216,875

    国県等補助金収入 361,352

    基金取崩収入 666,488

    貸付金元金回収収入 1,156,397

  投資活動支出 2,481,481

    公共施設等整備費支出 1,018,160

    基金積立金支出 929,061

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 534,260

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 40,358

  臨時収入 117,703

業務活動収支 1,236,942

【投資活動収支】

    税収等収入 11,381,488

    国県等補助金収入 4,227,968

    使用料及び手数料収入 2,053,845

    その他の収入 728,144

  臨時支出 40,358

    移転費用支出 9,742,048

      補助金等支出 5,491,371

      社会保障給付支出 4,191,823

      その他の支出 58,854

  業務収入 18,391,444

    業務費用支出 7,489,800

      人件費支出 3,253,742

      物件費等支出 3,859,280

      支払利息支出 186,562

      その他の支出 190,215

連結資金収支計算書
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 17,231,848


