
自治体名：長南町

会計：一般会計等 【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 13,872,056   固定負債 5,609,266

    有形固定資産 11,789,457     地方債 4,036,989

      事業用資産 4,155,105     長期未払金 -

        土地 998,361     退職手当引当金 1,572,277

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 6,051,507     その他 -

        建物減価償却累計額 △3,069,331   流動負債 419,297

        工作物 224,779     １年内償還予定地方債 360,253

        工作物減価償却累計額 △50,210     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 49,463

        航空機 -     預り金 9,581

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,028,563

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 14,810,044

      インフラ資産 7,606,407   余剰分（不足分） △5,634,375

        土地 390,841

        建物 96,056

        建物減価償却累計額 △63,921

        工作物 16,643,162

        工作物減価償却累計額 △9,459,732

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 304,192

      物品減価償却累計額 △276,247

    無形固定資産 55,295

      ソフトウェア 55,295

      その他 -

    投資その他の資産 2,027,304

      投資及び出資金 739,340

        有価証券 11,800

        出資金 727,540

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 39,167

      長期貸付金 9,998

      基金 1,244,095

        減債基金 29,881

        その他 1,214,214

      その他 -

      徴収不能引当金 △5,296

  流動資産 1,332,176

    現金預金 228,475

    未収金 54,987

    短期貸付金 8,330

    基金 929,658

      財政調整基金 929,658

      減債基金 -

    棚卸資産 118,354

    その他 -

    徴収不能引当金 △7,627 純資産合計 9,175,669

資産合計 15,204,232 負債及び純資産合計 15,204,232

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



自治体名：長南町

会計：一般会計等 【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 1,573

純行政コスト 5,147,116

    その他 301,179

  臨時利益 4,627

    資産売却益 3,054

    資産除売却損 306,591

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 4,543,973

  臨時損失 607,770

    災害復旧事業費 -

  経常収益 189,934

    使用料及び手数料 63,436

    その他 126,498

      社会保障給付 263,410

      他会計への繰出金 437,485

      その他 35,021

        その他 13,769

    移転費用 1,594,744

      補助金等 858,828

      その他の業務費用 44,406

        支払利息 41,703

        徴収不能引当金繰入額 △11,066

        維持補修費 809,957

        減価償却費 553,394

        その他 1,535

        その他 73,706

      物件費等 2,305,732

        物件費 940,846

        職員給与費 744,930

        賞与等引当金繰入額 49,463

        退職手当引当金繰入額 △79,074

  経常費用 4,733,907

    業務費用 3,139,162

      人件費 789,025

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



自治体名：長南町

会計：一般会計等 【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)

前年度末純資産残高 9,644,762 14,460,568 △4,815,806

  純行政コスト（△） △5,147,116 △5,147,116

  財源 4,120,269 4,120,269

    税収等 3,305,667 3,305,667

    国県等補助金 814,602 814,602

  本年度差額 △1,026,847 △1,026,847

  固定資産等の変動（内部変動） △208,278 208,278

    有形固定資産等の増加 121,526 △121,526

    有形固定資産等の減少 △859,985 859,985

    貸付金・基金等の増加 1,040,952 △1,040,952

    貸付金・基金等の減少 △510,770 510,770

  資産評価差額 △36,246 △36,246

  無償所管換等 594,000 594,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △469,093 349,477 △818,569

本年度末純資産残高 9,175,669 14,810,044 △5,634,375

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：一般会計等 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 9,596

本年度歳計外現金増減額 △15

本年度末歳計外現金残高 9,581

本年度末現金預金残高 228,475

    その他の収入 -

財務活動収支 123,448

本年度資金収支額 △704,701

前年度末資金残高 923,594

本年度末資金残高 218,893

  財務活動支出 348,252

    地方債償還支出 348,252

    その他の支出 -

  財務活動収入 471,700

    地方債発行収入 471,700

    貸付金元金回収収入 3

    資産売却収入 3,054

    その他の収入 -

投資活動収支 △949,415

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 211,490

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 208,433

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,160,905

    公共施設等整備費支出 119,953

    基金積立金支出 1,040,952

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 121,266

  業務収入 4,391,319

    税収等収入 3,429,000

    国県等補助金収入 772,925

    使用料及び手数料収入 63,178

    その他の収入 126,216

    移転費用支出 1,594,744

      補助金等支出 858,828

      社会保障給付支出 263,410

      他会計への繰出支出 437,485

      その他の支出 35,021

    業務費用支出 2,675,308

      人件費支出 867,498

      物件費等支出 1,754,303

      支払利息支出 41,703

      その他の支出 11,805

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 4,270,053



自治体名：長南町 年度：平成28年度
会計：一般会計等

（単位：千円）

区分
前年度末残高

(A)
本年度増加額

(B)
本年度減少額

(C)

本年度末残高
(A)+(B)-(C)

(D)

本年度末
減価償却累計額

(E)

本年度減価償却額
(F)

差引本年度末残高
(D)-(E)

(G)
事業用資産 6,988,915 626,856 341,125 7,274,646 3,119,540 158,075 4,155,105
　土地 1,339,486 - 341,125 998,361 - - 998,361
　立木竹 - - - - - - -
　建物 5,444,616 606,889 - 6,051,506 3,069,330 137,621 2,982,175
　工作物 204,811 19,967 - 224,778 50,210 20,454 174,568
　船舶 - - - - - - -
　浮標等 - - - - - - -
　航空機 - - - - - - -
　その他の有形固定資産 - - - - - - -
　建設仮勘定 - - - - - - -
インフラ資産 17,063,235 80,831 14,006 17,130,059 9,523,652 363,112 7,606,407
　土地 392,552 - 1,711 390,841 - - 390,841
　建物 96,056 - - 96,056 63,920 2,618 32,135
　工作物 16,574,625 80,831 12,295 16,643,161 9,459,731 360,493 7,183,430
　その他 - - - - - - -
　建設仮勘定 - - - - - - -
物品 302,367 5,519 3,695 304,192 276,247 6,863 27,944
合計 24,354,517 713,207 358,827 24,708,897 12,919,440 528,050 11,789,457

有形固定資産の明細
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