
【様式第1号】

自治体名：岡垣町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 38,666,503,357   固定負債 8,675,243,903

    有形固定資産 35,245,163,073     地方債 7,361,708,742

      事業用資産 19,590,975,114     長期未払金 -

        土地 9,917,012,689     退職手当引当金 1,200,287,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,739,319,990     その他 113,248,161

        建物減価償却累計額 -15,398,770,129   流動負債 671,725,130

        工作物 2,533,918,349     １年内償還予定地方債 511,764,791

        工作物減価償却累計額 -1,817,312,467     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 96,820,329

        航空機 -     預り金 24,372,678

        航空機減価償却累計額 -     その他 38,767,332

        その他 - 負債合計 9,346,969,033

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,616,806,682   固定資産等形成分 41,277,242,273

      インフラ資産 15,502,733,245   余剰分（不足分） -8,941,370,142

        土地 2,847,000,735

        建物 1,820,007,078

        建物減価償却累計額 -1,069,724,913

        工作物 32,741,910,620

        工作物減価償却累計額 -20,864,535,955

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 28,075,680

      物品 607,119,230

      物品減価償却累計額 -455,664,516

    無形固定資産 111,123,215

      ソフトウェア 111,123,215

      その他 -

    投資その他の資産 3,310,217,069

      投資及び出資金 564,268,199

        有価証券 -

        出資金 564,268,199

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 171,046,462

      長期貸付金 792,894

      基金 2,582,242,575

        減債基金 -

        その他 2,582,242,575

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,133,061

  流動資産 3,016,337,807

    現金預金 359,053,629

    未収金 48,922,872

    短期貸付金 8,298,096

    基金 2,602,440,820

      財政調整基金 2,082,156,461

      減債基金 520,284,359

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,377,610 純資産合計 32,335,872,131

資産合計 41,682,841,164 負債及び純資産合計 41,682,841,164

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岡垣町

会計：一般会計等 （単位：円）

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 9,578,495,754

    業務費用 4,688,182,813

      人件費 1,433,255,938

        職員給与費 1,242,005,631

        賞与等引当金繰入額 96,820,329

        退職手当引当金繰入額 13,323,000

        その他 81,106,978

      物件費等 3,150,671,598

        物件費 1,786,241,786

        維持補修費 108,220,694

        減価償却費 1,247,760,133

        その他 8,448,985

      その他の業務費用 104,255,277

        支払利息 61,561,540

        徴収不能引当金繰入額 10,510,671

        その他 32,183,066

    移転費用 4,890,312,941

      補助金等 2,775,886,884

      社会保障給付 1,596,726,188

      他会計への繰出金 440,382,969

      その他 77,316,900

  経常収益 152,212,796

    使用料及び手数料 141,614,588

    その他 10,598,208

純経常行政コスト 9,426,282,958

  臨時損失 26,157,873

    災害復旧事業費 13,868,167

    資産除売却損 11,697,604

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 9,451,165,331

    その他 592,102

  臨時利益 1,275,500

    資産売却益 1,275,500



【様式第3号】

自治体名：岡垣町

会計：一般会計等 （単位：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 32,942,189,546 41,158,374,660 -8,216,185,114

  純行政コスト（△） -9,451,165,331 -9,451,165,331

  財源 8,611,529,883 8,611,529,883

    税収等 6,364,995,354 6,364,995,354

    国県等補助金 2,246,534,529 2,246,534,529

  本年度差額 -839,635,448 -839,635,448

  固定資産等の変動（内部変動） -292,077,225 292,077,225

    有形固定資産等の増加 1,077,877,617 -1,077,877,617

    有形固定資産等の減少 -1,269,149,427 1,269,149,427

    貸付金・基金等の増加 641,009,228 -641,009,228

    貸付金・基金等の減少 -741,814,643 741,814,643

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 64,555,537 64,555,537

  その他 168,762,496 346,389,301 -177,626,805

  本年度純資産変動額 -606,317,415 118,867,613 -725,185,028

本年度末純資産残高 32,335,872,131 41,277,242,273 -8,941,370,142

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】

自治体名：岡垣町

会計：一般会計等 （単位：円）

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 8,284,574,301

    業務費用支出 3,394,261,360

      人件費支出 1,400,403,981

      物件費等支出 1,907,019,233

      支払利息支出 61,561,540

      その他の支出 25,276,606

    移転費用支出 4,890,312,941

      補助金等支出 2,775,886,884

      社会保障給付支出 1,596,726,188

      他会計への繰出支出 440,382,969

      その他の支出 77,316,900

  業務収入 8,260,566,764

    税収等収入 6,353,725,003

    国県等補助金収入 1,755,156,529

    使用料及び手数料収入 141,073,588

    その他の収入 10,611,644

  臨時支出 13,868,167

    災害復旧事業費支出 13,868,167

    その他の支出 -

  臨時収入 2,883,000

業務活動収支 -34,992,704

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,504,280,010

    公共施設等整備費支出 1,077,877,617

    基金積立金支出 376,402,393

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,016,285,696

    国県等補助金収入 488,495,000

    基金取崩収入 458,456,259

    貸付金元金回収収入 58,367,247

    資産売却収入 10,967,190

    その他の収入 -

投資活動収支 -487,994,314

【財務活動収支】

  財務活動支出 473,840,261

    地方債償還支出 448,228,949

    その他の支出 25,611,312

  財務活動収入 817,171,000

    地方債発行収入 817,171,000

前年度末歳計外現金残高 21,681,066

本年度歳計外現金増減額 2,691,612

本年度末歳計外現金残高 24,372,678

本年度末現金預金残高 359,053,629

    その他の収入 -

財務活動収支 343,330,739

本年度資金収支額 -179,656,279

前年度末資金残高 514,337,230

本年度末資金残高 334,680,951


