
【様式第1号】

大山町_一般会計等 （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 43,734,190   固定負債 10,462,116

    有形固定資産 38,458,095     地方債 9,641,640

      事業用資産 13,711,644     長期未払金 -

        土地 3,934,205     退職手当引当金 785,389

        立木竹 -     損失補償等引当金 6

        建物 23,259,742     その他 35,081

        建物減価償却累計額 -14,055,081   流動負債 1,594,835

        工作物 1,571,519     １年内償還予定地方債 1,341,486

        工作物減価償却累計額 -999,518     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 111,383

        航空機 -     預り金 130,994

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,972

        その他 - 負債合計 12,056,951

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 778   固定資産等形成分 46,255,722

      インフラ資産 24,589,409   余剰分（不足分） -11,104,256

        土地 172,447

        建物 275,819

        建物減価償却累計額 -180,376

        工作物 62,590,042

        工作物減価償却累計額 -38,458,514

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 189,992

      物品 1,092,853

      物品減価償却累計額 -935,811

    無形固定資産 80,473

      ソフトウェア 80,473

      その他 -

    投資その他の資産 5,195,622

      投資及び出資金 1,322,802

        有価証券 899,108

        出資金 421,694

        その他 2,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 370,320

      長期貸付金 11,376

      基金 3,496,256

        減債基金 -

        その他 3,496,256

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,133

  流動資産 3,474,228

    現金預金 927,660

    未収金 26,340

    短期貸付金 14,701

    基金 2,506,831

      財政調整基金 1,828,377

      減債基金 678,455

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,305 純資産合計 35,151,467

資産合計 47,208,418 負債及び純資産合計 47,208,418

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

大山町_一般会計等 （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 10,526,019

    業務費用 6,616,208

      人件費 1,595,527

        職員給与費 1,300,906

        賞与等引当金繰入額 111,383

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 183,237

      物件費等 4,874,617

        物件費 2,303,887

        維持補修費 606,346

        減価償却費 1,959,831

        その他 4,553

      その他の業務費用 146,065

        支払利息 104,080

        徴収不能引当金繰入額 5,528

        その他 36,457

    移転費用 3,909,811

      補助金等 1,808,974

      社会保障給付 897,255

      他会計への繰出金 1,192,058

      その他 11,524

  経常収益 433,341

    使用料及び手数料 109,516

    その他 323,826

純経常行政コスト 10,092,677

  臨時損失 4,424

    災害復旧事業費 399

    資産除売却損 3,025

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 19

純行政コスト 10,069,351

    その他 1,000

  臨時利益 27,751

    資産売却益 27,732



【様式第3号】

大山町_一般会計等 （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 35,038,477 46,415,935 -11,377,458

  純行政コスト（△） -10,069,351 -10,069,351

  財源 9,281,559 9,281,559

    税収等 7,513,082 7,513,082

    国県等補助金 1,768,477 1,768,477

  本年度差額 -787,792 -787,792

  固定資産等の変動（内部変動） -1,053,674 1,053,674

    有形固定資産等の増加 728,947 -728,947

    有形固定資産等の減少 -2,014,091 2,014,091

    貸付金・基金等の増加 383,156 -383,156

    貸付金・基金等の減少 -151,686 151,686

  資産評価差額 -319 -319

  無償所管換等 6,690 6,690

  その他 894,410 887,090 7,320

  本年度純資産変動額 112,989 -160,213 273,202

本年度末純資産残高 35,151,467 46,255,722 -11,104,256

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



【様式第4号】

大山町_一般会計等 （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 8,507,753

    業務費用支出 4,597,943

      人件費支出 1,597,512

      物件費等支出 2,878,196

      支払利息支出 104,080

      その他の支出 18,155

    移転費用支出 3,909,811

      補助金等支出 1,808,974

      社会保障給付支出 897,255

      他会計への繰出支出 1,192,058

      その他の支出 11,524

  業務収入 9,458,589

    税収等収入 7,504,971

    国県等補助金収入 1,652,306

    使用料及び手数料収入 109,165

    その他の収入 192,147

  臨時支出 399

    災害復旧事業費支出 399

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 950,436

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,112,103

    公共施設等整備費支出 728,947

    基金積立金支出 354,256

    投資及び出資金支出 27,614

    貸付金支出 1,287

    その他の支出 -

  投資活動収入 300,950

    国県等補助金収入 116,171

    基金取崩収入 128,330

    貸付金元金回収収入 22,356

    資産売却収入 29,261

    その他の収入 4,832

投資活動収支 -811,153

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,473,934

    地方債償還支出 1,463,000

    その他の支出 10,934

  財務活動収入 1,374,000

    地方債発行収入 1,374,000

前年度末歳計外現金残高 137,490

本年度歳計外現金増減額 -6,496

本年度末歳計外現金残高 130,994

本年度末現金預金残高 927,660

    その他の収入 -

財務活動収支 -99,934

本年度資金収支額 39,349

前年度末資金残高 757,317

本年度末資金残高 796,666


