
【様式第1号】

（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 24,437,225   固定負債 8,823,074

    有形固定資産 20,831,439     地方債等 6,255,707

      事業用資産 5,465,224     長期未払金 34,388

        土地 1,445,793     退職手当引当金 1,579,493

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,577,163     その他 953,486

        建物減価償却累計額 △3,816,549   流動負債 753,429

        工作物 401,963     １年内償還予定地方債等 579,459

        工作物減価償却累計額 △167,922     未払金 92,357

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,694

        浮標等 -     前受収益 7,535

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 56,295

        航空機 -     預り金 10,885

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,204

        その他 48,363 負債合計 9,576,502

        その他減価償却累計額 △23,587 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 25,379,136

      インフラ資産 14,973,924   余剰分（不足分） △10,002,500

        土地 596,901   他団体出資等分 1,512,128

        建物 421,884

        建物減価償却累計額 △250,429

        工作物 33,508,593

        工作物減価償却累計額 △19,480,441

        その他 605,784

        その他減価償却累計額 △512,798

        建設仮勘定 84,430

      物品 1,572,581

      物品減価償却累計額 △1,180,290

    無形固定資産 1,349,715

      ソフトウェア 58,889

      その他 1,290,826

    投資その他の資産 2,256,072

      投資及び出資金 739,371

        有価証券 11,800

        出資金 727,571

        その他 -

      長期延滞債権 87,408

      長期貸付金 11,845

      基金 1,420,963

        減債基金 29,881

        その他 1,391,082

      その他 6,347

      徴収不能引当金 △9,862

  流動資産 2,028,040

    現金預金 770,524

    未収金 198,409

    短期貸付金 8,372

    基金 933,539

      財政調整基金 933,539

      減債基金 -

    棚卸資産 126,577

    その他 440

    徴収不能引当金 △9,821

  繰延資産 - 純資産合計 16,888,763

資産合計 26,465,266 負債及び純資産合計 26,465,266

（平成29年3月31日現在）
　　　 連結貸借対照表

自治体名：長南町
会計：連結会計



自治体名：長南町
会計：連結会計 【様式第2号】

（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 10,336,772

    業務費用 5,295,503

      人件費 1,220,971

        職員給与費 1,053,866

        賞与等引当金繰入額 71,994

        退職手当引当金繰入額 6,607

        その他 88,504

      物件費等 3,863,668

        物件費 1,862,260

        維持補修費 866,889

        減価償却費 1,120,494

        その他 14,026

      その他の業務費用 210,864

        支払利息 147,951

        徴収不能引当金繰入額 △10,156

        その他 73,069

    移転費用 5,041,269

      補助金等 4,741,551

      社会保障給付 263,410

      その他 36,308

  経常収益 1,388,580

    使用料及び手数料 1,193,957

    その他 194,623

純経常行政コスト 8,948,193

  臨時損失 301,939

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 408

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 301,531

  臨時利益 5,065

    資産売却益 3,057

    その他 2,008

純行政コスト 9,245,067



自治体名：長南町
会計：連結会計 【様式第3号】

（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 13,177,083 20,247,767 △7,070,684 -

  純行政コスト（△） △9,245,067 △9,245,067 -

  財源 8,217,293 8,217,293 -

    税収等 5,847,204 5,847,204 -

    国県等補助金 2,370,089 2,370,089 -

  本年度差額 △1,027,774 △1,027,774 -

  固定資産等の変動（内部変動） △79,935 79,935

    有形固定資産等の増加 465,257 △465,257

    有形固定資産等の減少 △1,052,490 1,052,490

    貸付金・基金等の増加 1,056,993 △1,056,993

    貸付金・基金等の減少 △549,695 549,695

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 595,583 595,583

  他団体出資等分の増加 △1,539 1,539

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 4,143,870 4,615,720 △1,982,438 1,510,588

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 3,711,680 5,131,368 △2,931,817 1,512,128

本年度末純資産残高 16,888,763 25,379,136 △10,002,500 1,512,128

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



自治体名：長南町
会計：連結会計 【様式第4号】

（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 9,162,564

    業務費用支出 4,121,485

      人件費支出 1,218,025

      物件費等支出 2,702,431

      支払利息支出 147,951

      その他の支出 53,077

    移転費用支出 5,041,079

      補助金等支出 4,741,551

      社会保障給付支出 263,410

      その他の支出 36,119

  業務収入 9,768,656

    税収等収入 5,962,198

    国県等補助金収入 2,357,954

    使用料及び手数料収入 1,267,076

    その他の収入 181,428

  臨時支出 229

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 229

  臨時収入 2,903

業務活動収支 608,766

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,545,354

    公共施設等整備費支出 488,523

    基金積立金支出 1,056,114

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 716

    その他の支出 0

  投資活動収入 256,311

    国県等補助金収入 5,099

    基金取崩収入 244,899

    貸付金元金回収収入 81

    資産売却収入 4,692

    その他の収入 1,539

投資活動収支 △1,289,043

【財務活動収支】

  財務活動支出 640,194

    地方債等償還支出 639,222

    その他の支出 972

  財務活動収入 623,628

    地方債等発行収入 623,627

    その他の収入 1

前年度末歳計外現金残高 9,596

本年度歳計外現金増減額 △12

本年度末歳計外現金残高 9,584

本年度末現金預金残高 770,524

財務活動収支 △16,567

本年度資金収支額 △696,843

前年度末資金残高 1,457,783

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 760,940


