
自治体名：長南町 【様式第1号】
会計：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 19,037,095   固定負債 7,447,721

    有形固定資産 16,865,376     地方債等 5,711,841

      事業用資産 4,422,479     長期未払金 -

        土地 1,339,212     退職手当引当金 1,539,392

        立木竹 13,331     損失補償等引当金 -

        建物 6,117,809     その他 196,486

        建物減価償却累計額 △3,206,525   流動負債 661,701

        工作物 230,653     １年内償還予定地方債等 523,676

        工作物減価償却累計額 △72,002     未払金 52,933

        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 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 61,757

        航空機 -     預り金 9,445

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,375

        その他 - 負債合計 8,109,423

        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 20,090,625

      インフラ資産 10,986,320   余剰分（不足分） △7,578,851

        土地 417,571   他団体出資等分 -

        建物 160,080

        建物減価償却累計額 △115,561

        工作物 24,107,200

        工作物減価償却累計額 △13,590,565

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,596

      物品 6,880,542

      物品減価償却累計額 △5,423,967

    無形固定資産 38,241

      ソフトウェア 38,241

      その他 -

    投資その他の資産 2,133,477

      投資及び出資金 739,340

        有価証券 11,800

        出資金 727,540

        その他 -

      長期延滞債権 67,693

      長期貸付金 18,050

      基金 1,321,839

        減債基金 29,890

        その他 1,291,949

      その他 -

      徴収不能引当金 △13,445

  流動資産 1,584,101

    現金預金 393,095

    未収金 126,949

    短期貸付金 -

    基金 1,053,529

      財政調整基金 1,053,529

      減債基金 -

    棚卸資産 10,689

    その他 -

    徴収不能引当金 △161

  繰延資産 - 純資産合計 12,511,774

資産合計 20,621,197 負債及び純資産合計 20,621,197

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



自治体名：長南町 【様式第2号】
会計：全体会計

（単位：千円）

    資産売却益 10,883

    その他 463

純行政コスト 6,155,300

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 11,346

  臨時損失 33,897

    災害復旧事業費 33,623

    資産除売却損 274

    使用料及び手数料 699,711

    その他 114,687

純経常行政コスト 6,132,749

      社会保障給付 272,690

      その他 33,934

  経常収益 814,398

        その他 45,526

    移転費用 3,228,626

      補助金等 2,922,001

      その他の業務費用 148,665

        支払利息 108,658

        徴収不能引当金繰入額 △5,519

        維持補修費 139,887

        減価償却費 892,967

        その他 342,437

        その他 225,070

      物件費等 2,536,329

        物件費 1,161,037

        職員給与費 818,014

        賞与等引当金繰入額 65,132

        退職手当引当金繰入額 △74,691

  経常費用 6,947,147

    業務費用 3,718,520

      人件費 1,033,525

全体行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



自治体名：長南町 【様式第3号】
会計：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)

前年度末純資産残高 12,312,265 20,249,719 △7,937,454

  純行政コスト（△） △6,155,300 △6,155,300

  財源 5,977,538 5,977,538

    税収等 4,663,803 4,663,803

    国県等補助金 1,313,734 1,313,734

  本年度差額 △177,761 △177,761

  固定資産等の変動（内部変動） △536,364 536,364

    有形固定資産等の増加 370,950 △370,950

    有形固定資産等の減少 △895,669 895,669

    貸付金・基金等の増加 328,037 △328,037

    貸付金・基金等の減少 △339,683 339,683

  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 - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 199,509 △159,094 358,603

本年度末純資産残高 12,511,774 20,090,625 △7,578,851

全体純資産変動計算書
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：全体会計

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 9,581

本年度歳計外現金増減額 △135

本年度末歳計外現金残高 9,445

本年度末現金預金残高 393,095

財務活動収支 △244,199

本年度資金収支額 24,909

前年度末資金残高 358,739

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 383,649

    地方債等償還支出 517,599

    その他の支出 -

  財務活動収入 273,400

    地方債等発行収入 273,400

    その他の収入 -

    資産売却収入 43,274

    その他の収入 -

投資活動収支 △410,544

【財務活動収支】

  財務活動支出 517,599

    その他の支出 -

  投資活動収入 373,213

    国県等補助金収入 3,702

    基金取崩収入 326,237

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 783,758

    公共施設等整備費支出 370,950

    基金積立金支出 412,808

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 33,623

    その他の支出 -

  臨時収入 463

業務活動収支 679,653

【投資活動収支】

    税収等収入 4,677,083

    国県等補助金収入 1,328,473

    使用料及び手数料収入 704,022

    その他の収入 119,326

  臨時支出 33,623

    移転費用支出 3,228,626

      補助金等支出 2,922,001

      社会保障給付支出 272,690

      その他の支出 33,934

  業務収入 6,828,905

    業務費用支出 2,887,464

      人件費支出 1,095,617

      物件費等支出 1,642,585

      支払利息支出 108,658

      その他の支出 40,602

全体資金収支計算書
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 6,116,091



自治体名：長南町 年度：平成29年度
会計：全体会計

（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 7,615,772 85,509 274 7,701,007 3,278,527 158,986 4,422,479
　土地 1,339,486 - 274 1,339,212 - - 1,339,212
　立木竹 - 13,331 - 13,331 - - 13,331
　建物 6,051,506 66,302 - 6,117,809 3,206,525 137,194 2,911,283
　建物付属設備 - - - - - - -
　工作物 224,778 5,875 - 230,653 72,002 21,791 158,651
　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 24,181,872 412,762 - 24,594,635 13,644,634 566,540 10,950,001
　土地 401,653 9 - 401,662 - - 401,662
　建物 120,056 - - 120,056 81,587 3,410 38,468
　工作物 23,660,163 412,753 - 24,072,916 13,563,046 563,129 10,509,870
　その他 - - - - - - -
　建設仮勘定 - - - - - - -
物品 369,541 3,976 - 373,517 349,306 7,710 24,211
合計 32,167,185 502,249 274 32,669,160 17,272,468 733,237 15,396,692

有形固定資産の明細
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