
【様式第1号】

大山町_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 58,328,002   固定負債 19,264,996

    有形固定資産 53,150,362     地方債等 16,763,481

      事業用資産 14,340,576     長期未払金 -

        土地 3,935,403     退職手当引当金 866,796

        立木竹 -     損失補償等引当金 6

        建物 24,327,126     その他 1,634,712

        建物減価償却累計額 -14,502,204   流動負債 2,229,657

        工作物 3,088,105     １年内償還予定地方債等 1,950,359

        工作物減価償却累計額 -2,508,631     未払金 4,171

        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 125,632

        航空機 -     預り金 130,994

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,501

        その他 - 負債合計 21,494,653

        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 60,849,534

      インフラ資産 38,519,719   余剰分（不足分） -20,003,303

        土地 257,302   他団体出資等分 -

        建物 1,078,443

        建物減価償却累計額 -604,960

        工作物 85,669,214

        工作物減価償却累計額 -48,087,202

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 206,922

      物品 1,663,038

      物品減価償却累計額 -1,372,971

    無形固定資産 86,419

      ソフトウェア 81,536

      その他 4,883

    投資その他の資産 5,091,221

      投資及び出資金 997,569

        有価証券 899,108

        出資金 96,461

        その他 2,000

      長期延滞債権 441,826

      長期貸付金 11,376

      基金 3,653,973

        減債基金 -

        その他 3,653,973

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,524

  流動資産 4,012,881

    現金預金 1,270,287

    未収金 70,205

    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 155,881

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,024

  繰延資産 - 純資産合計 40,846,231

資産合計 62,340,883 負債及び純資産合計 62,340,883

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

大山町_全体会計 （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 15,703,745

    業務費用 8,183,944

      人件費 1,769,158

        職員給与費 1,460,588

        賞与等引当金繰入額 125,299

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 183,270

      物件費等 6,047,448

        物件費 2,900,008

        維持補修費 631,766

        減価償却費 2,510,840

        その他 4,834

      その他の業務費用 367,339

        支払利息 273,487

        徴収不能引当金繰入額 15,529

        その他 78,323

    移転費用 7,519,801

      補助金等 6,584,226

      社会保障給付 898,145

      その他 37,430

  経常収益 1,253,099

    使用料及び手数料 566,449

    その他 686,650

純経常行政コスト 14,450,646

  臨時損失 7,333

    災害復旧事業費 399

    資産除売却損 3,085

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,848

  臨時利益 77,010

    資産売却益 76,975

    その他 35

純行政コスト 14,380,969



【様式第3号】

大山町_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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 40,470,594 61,413,339 -20,942,745 -

  純行政コスト（△） -14,380,969 -14,380,969 -

  財源 13,850,393 13,850,393 -

    税収等 10,519,315 10,519,315 -

    国県等補助金 3,331,078 3,331,078 -

  本年度差額 -530,577 -530,577 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,451,762 1,451,762

    有形固定資産等の増加 908,383 -908,383

    有形固定資産等の減少 -2,565,160 2,565,160

    貸付金・基金等の増加 356,937 -356,937

    貸付金・基金等の減少 -151,922 151,922

  資産評価差額 -319 -319

  無償所管換等 12,122 12,122

  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 894,410 876,154 18,257

  本年度純資産変動額 375,636 -563,805 939,442 -

本年度末純資産残高 40,846,231 60,849,534 -20,003,303 -

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



【様式第4号】

大山町_全体会計 （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 13,193,397

    業務費用支出 5,672,979

      人件費支出 1,771,034

      物件費等支出 3,574,250

      支払利息支出 273,487

      その他の支出 54,207

    移転費用支出 7,520,418

      補助金等支出 6,584,226

      社会保障給付支出 898,145

      その他の支出 38,047

  業務収入 14,739,391

    税収等収入 10,476,651

    国県等補助金収入 3,171,501

    使用料及び手数料収入 567,876

    その他の収入 523,362

  臨時支出 3,247

    災害復旧事業費支出 399

    その他の支出 2,848

  臨時収入 16

業務活動収支 1,542,762

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,270,378

    公共施設等整備費支出 913,441

    基金積立金支出 355,650

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,287

    その他の支出 -

  投資活動収入 381,536

    国県等補助金収入 132,486

    基金取崩収入 128,566

    貸付金元金回収収入 22,356

    資産売却収入 83,505

    その他の収入 14,622

投資活動収支 -888,843

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,079,402

    地方債等償還支出 2,068,467

    その他の支出 10,934

  財務活動収入 1,554,000

    地方債等発行収入 1,554,000

    その他の収入 -

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 1,270,287

財務活動収支 -525,402

本年度資金収支額 128,518

前年度末資金残高 1,010,774

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,139,293


