
自治体名：長南町 【様式第1号】
会計：連結会計

（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 23,501,647   固定負債 9,708,859

    有形固定資産 20,758,010     地方債等 6,887,331

      事業用資産 5,549,032     長期未払金 -

        土地 1,445,398     退職手当引当金 1,593,148

        立木竹 13,331     損失補償等引当金 -

        建物 7,780,737     その他 1,228,378

        建物減価償却累計額 △3,994,473   流動負債 840,267

        工作物 408,008     １年内償還予定地方債等 629,640

        工作物減価償却累計額 △193,084     未払金 103,969

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 10,513

        浮標等 -     前受収益 94

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 81,467

        航空機 -     預り金 10,786

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,795

        その他 48,362 負債合計 10,549,126

        その他減価償却累計額 △25,110 【純資産の部】

        建設仮勘定 65,862   固定資産等形成分 24,555,652

      インフラ資産 13,366,312   余剰分（不足分） △9,564,149

        土地 597,874   他団体出資等分 -

        建物 423,804

        建物減価償却累計額 △261,008

        工作物 28,057,938

        工作物減価償却累計額 △15,557,014

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 104,718

      物品 8,273,895

      物品減価償却累計額 △6,431,230

    無形固定資産 1,297,079

      ソフトウェア 38,241

      その他 1,258,837

    投資その他の資産 1,446,557

      投資及び出資金 20,960

        有価証券 11,800

        出資金 9,160

        その他 -

      長期延滞債権 67,792

      長期貸付金 19,755

      基金 1,345,057

        減債基金 29,890

        その他 1,315,167

      その他 6,435

      徴収不能引当金 △13,445

  流動資産 2,038,982

    現金預金 794,924

    未収金 176,350

    短期貸付金 79

    基金 1,053,925

      財政調整基金 1,053,925

      減債基金 -

    棚卸資産 15,531

    その他 -

    徴収不能引当金 △1,829

  繰延資産 - 純資産合計 14,991,503

資産合計 25,540,629 負債及び純資産合計 25,540,629

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



自治体名：長南町 【様式第2号】
会計：連結会計

（単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 8,266,344

    業務費用 4,746,870

      人件費 1,340,218

        職員給与費 1,057,337

        賞与等引当金繰入額 83,013

        退職手当引当金繰入額 △70,703

        その他 270,571

      物件費等 3,191,943

        物件費 1,554,141

        維持補修費 173,803

        減価償却費 1,121,100

        その他 342,898

      その他の業務費用 214,708

        支払利息 131,214

        徴収不能引当金繰入額 △5,112

        その他 88,606

    移転費用 3,519,473

      補助金等 3,211,036

      社会保障給付 272,690

      その他 35,746

  経常収益 1,485,036

    使用料及び手数料 1,334,302

    その他 150,733

純経常行政コスト 6,781,307

  臨時損失 34,080

    災害復旧事業費 33,623

    資産除売却損 274

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 183

  臨時利益 50,863

    資産売却益 10,894

    その他 39,968

純行政コスト 6,764,525



自治体名：長南町 【様式第3号】
会計：連結会計

（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 16,513,521 25,455,478 △10,454,084 1,512,127

  純行政コスト（△） △6,764,525 △6,764,525 -

  財源 6,794,477 6,794,477 -

    税収等 4,959,933 4,959,933 -

    国県等補助金 1,834,543 1,834,543 -

  本年度差額 29,951 29,951 -

  固定資産等の変動（内部変動） △490,973 490,973

    有形固定資産等の増加 632,176 △632,176

    有形固定資産等の減少 △1,114,192 1,114,192

    貸付金・基金等の増加 335,532 △335,532

    貸付金・基金等の減少 △344,489 344,489

  資産評価差額 153,852 153,852

  無償所管換等 223,417 223,417

  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 △1,204,453 △61,340 369,014 △1,512,127

  その他 △724,782 △724,782 -

  本年度純資産変動額 △1,522,013 △899,825 889,940 △1,512,127

本年度末純資産残高 14,991,503 24,555,652 △9,564,149 -

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



自治体名：長南町 【様式第4号】
会計：連結会計

（単位：千円）

連結資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,308,150

    業務費用支出 3,687,087

      人件費支出 1,400,272

      物件費等支出 2,076,938

      支払利息支出 131,214

      その他の支出 78,662

    移転費用支出 3,621,062

      補助金等支出 3,312,817

      社会保障給付支出 272,690

      その他の支出 35,554

  業務収入 8,282,695

    税収等収入 4,935,248

    国県等補助金収入 1,849,282

    使用料及び手数料収入 1,343,193

    その他の収入 154,970

  臨時支出 33,796

    災害復旧事業費支出 33,623

    その他の支出 172

  臨時収入 39,958

業務活動収支 980,706

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,014,982

    公共施設等整備費支出 594,123

    基金積立金支出 420,292

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 566

    その他の支出 -

  投資活動収入 398,851

    国県等補助金収入 3,702

    基金取崩収入 330,928

    貸付金元金回収収入 137

    資産売却収入 43,295

    その他の収入 20,787

投資活動収支 △616,130

【財務活動収支】

  財務活動支出 653,295

    地方債等償還支出 652,622

    その他の支出 673

  財務活動収入 390,725

    地方債等発行収入 390,725

    その他の収入 -

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 368,321

財務活動収支 △262,569

本年度資金収支額 102,006

前年度末資金残高 761,426

比例連結割合変更に伴う差額 △78,675

本年度末資金残高 784,757


