
連結会計 【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 40,394,506   固定負債 20,856,405

    有形固定資産 36,412,505     地方債等 16,661,416

      事業用資産 18,243,035     長期未払金 -

        土地 5,206,246     退職手当引当金 1,728,844

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 30,545,235     その他 2,466,145

        建物減価償却累計額 -17,960,591   流動負債 2,458,299

        工作物 599,289     １年内償還予定地方債等 1,633,613

        工作物減価償却累計額 -170,736     未払金 214,568

        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 207,676

        航空機 -     預り金 52,442

        航空機減価償却累計額 -     その他 350,000

        その他 - 負債合計 23,314,704

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 23,592   固定資産等形成分 42,347,929

      インフラ資産 16,613,186   余剰分（不足分） -20,551,560

        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 3,698,110

      物品減価償却累計額 -2,141,826

    無形固定資産 14,595

      ソフトウェア 9,379

      その他 5,216

    投資その他の資産 3,967,406

      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 1,229,536

      長期貸付金 115,872

      基金 2,486,795

        減債基金 566,544

        その他 1,920,251

      その他 40,261

      徴収不能引当金 -21,508

  流動資産 4,716,566

    現金預金 1,278,454

    未収金 478,096

    短期貸付金 632,660

    基金 1,320,762

      財政調整基金 1,320,762

      減債基金 -

    棚卸資産 1,055,374

    その他 939

    徴収不能引当金 -49,719

  繰延資産 - 純資産合計 21,796,368

資産合計 45,111,072 負債及び純資産合計 45,111,072

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



連結会計 【様式第2号】

自治体名：串本町 （単位：千円）

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

  経常費用 19,073,888

    業務費用 8,938,598

      人件費 3,122,859

        職員給与費 2,099,878

        賞与等引当金繰入額 205,991

        退職手当引当金繰入額 104,713

        その他 712,277

      物件費等 5,397,563

        物件費 3,255,979

        維持補修費 370,394

        減価償却費 1,736,002

        その他 35,188

      その他の業務費用 418,175

        支払利息 207,339

        徴収不能引当金繰入額 20,753

        その他 190,083

    移転費用 10,135,290

      補助金等 5,994,728

      社会保障給付 4,130,327

      その他 10,235

  経常収益 2,867,581

    使用料及び手数料 2,279,263

    その他 588,319

純経常行政コスト 16,206,306

  臨時損失 89,778

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 82,016

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 7,762

  臨時利益 37,588

    資産売却益 37,524

    その他 63

純行政コスト 16,258,496



連結会計 【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 21,962,830 42,980,280 -21,017,450 -

  純行政コスト（△） -16,258,496 -16,258,496 -

  財源 16,021,142 16,021,142 -

    税収等 11,254,385 11,254,385 -

    国県等補助金 4,766,757 4,766,757 -

  本年度差額 -237,355 -237,355 -

  固定資産等の変動（内部変動） -703,245 703,245

    有形固定資産等の増加 1,610,059 -1,610,059

    有形固定資産等の減少 -2,115,078 2,115,078

    貸付金・基金等の増加 690,357 -690,357

    貸付金・基金等の減少 -888,583 888,583

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 70,893 70,893

  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 0 0 0 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -166,462 -632,352 465,890 -

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

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



連結会計 【様式第4号】

自治体名：串本町 （単位：千円）

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 17,698,866

    業務費用支出 7,567,295

      人件費支出 3,111,957

      物件費等支出 4,008,279

      支払利息支出 207,339

      その他の支出 239,720

    移転費用支出 10,131,571

      補助金等支出 5,994,671

      社会保障給付支出 4,130,454

      その他の支出 6,447

  業務収入 18,010,036

    税収等収入 11,107,793

    国県等補助金収入 4,007,592

    使用料及び手数料収入 2,418,916

    その他の収入 475,735

  臨時支出 7,762

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 7,762

  臨時収入 592,108

業務活動収支 895,516

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,767,568

    公共施設等整備費支出 751,587

    基金積立金支出 380,341

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 635,640

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,540,356

    国県等補助金収入 301,347

    基金取崩収入 535,007

    貸付金元金回収収入 652,077

    資産売却収入 44,140

    その他の収入 7,785

投資活動収支 -227,212

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,739,535

    地方債等償還支出 1,727,699

    その他の支出 11,836

  財務活動収入 1,119,213

    地方債等発行収入 1,118,588

    その他の収入 624

前年度末歳計外現金残高 41,808

本年度歳計外現金増減額 -95

本年度末歳計外現金残高 41,713

本年度末現金預金残高 1,278,454

財務活動収支 -620,322

本年度資金収支額 47,982

前年度末資金残高 1,188,760

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,236,742



1. 串本町土地開発公社

2. 串本町ふるさと振興公社

3. 和歌山県市町村総合事務組合（退職手当分）

4. 和歌山県市町村総合事務組合（非常勤職員公務災害分）

5. 和歌山県市町村総合事務組合（議員等公務災害分）

6. 和歌山県市町村総合事務組合（学校医等公務災害分）

7. 紀南地方老人福祉施設組合

8. 串本町古座川町衛生施設事務組合

9. 紀南学園事務組合

10. 東牟婁郡市町村新宮市老人福祉施設事務組合

11. 紀南地方児童福祉施設組合

12. 新宮市周辺広域市町村圏事務組合（普通会計）

13. 新宮市周辺広域市町村圏事務組合（公営企業会計）

14. 和歌山地方税回収機構

15. 和歌山県後期高齢者医療広域連合（普通会計）

16. 和歌山県後期高齢者医療広域連合（特別会計）

17. 和歌山県住宅新築資金貸付金回収管理組合

18. 紀南環境広域施設組合

連結対象団体

自治体名：串本町


