
【様式第1号】

自治体名：太良町
会計：一般会計等

貸借対照表(BS) （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 37,225,054,942   固定負債 4,718,177,287

    有形固定資産 33,852,985,773     地方債 4,144,156,881

      事業用資産 6,424,619,196     長期未払金 -

        土地 1,393,080,891     退職手当引当金 569,512,000

        立木竹 298,507,355     損失補償等引当金 -

        建物 9,456,377,526     その他 4,508,406

        建物減価償却累計額 -5,334,551,961   流動負債 532,408,955

        工作物 964,279,951     １年内償還予定地方債 447,165,264

        工作物減価償却累計額 -618,154,566     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 51,075,828

        航空機 -     預り金 28,156,655

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,011,208

        その他 - 負債合計 5,250,586,242

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 265,080,000   固定資産等形成分 40,291,326,366

      インフラ資産 27,332,080,486   余剰分（不足分） -5,049,420,048

        土地 489,876,200

        建物 47,631,084

        建物減価償却累計額 -38,246,304

        工作物 42,504,356,173

        工作物減価償却累計額 -15,682,047,227

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,510,560

      物品 645,529,820

      物品減価償却累計額 -549,243,729

    無形固定資産 23,761,847

      ソフトウェア 23,761,847

      その他 -

    投資その他の資産 3,348,307,322

      投資及び出資金 92,074,576

        有価証券 50,000

        出資金 92,024,576

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 7,708,796

      長期貸付金 -

      基金 3,249,041,783

        減債基金 -

        その他 3,249,041,783

      その他 -

      徴収不能引当金 -517,833

  流動資産 3,267,437,618

    現金預金 194,766,185

    未収金 6,815,182

    短期貸付金 -

    基金 3,066,271,424

      財政調整基金 1,443,422,173

      減債基金 1,622,849,251

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -415,173 純資産合計 35,241,906,318

資産合計 40,492,492,560 負債及び純資産合計 40,492,492,560

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：太良町
会計：一般会計等
行政コスト計算書(PL) （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 5,546,878,673

    業務費用 3,550,029,357

      人件費 811,071,107

        職員給与費 656,201,344

        賞与等引当金繰入額 51,075,828

        退職手当引当金繰入額 21,432,746

        その他 82,361,189

      物件費等 2,680,319,263

        物件費 1,542,271,202

        維持補修費 49,698,793

        減価償却費 1,086,830,248

        その他 1,519,020

      その他の業務費用 58,638,987

        支払利息 38,956,115

        徴収不能引当金繰入額 933,006

        その他 18,749,866

    移転費用 1,996,849,316

      補助金等 1,071,390,253

      社会保障給付 461,116,496

      他会計への繰出金 405,663,982

      その他 58,678,585

  経常収益 138,914,682

    使用料及び手数料 51,034,454

    その他 87,880,228

純経常行政コスト 5,407,963,991

  臨時損失 48,766,445

    災害復旧事業費 47,439,799

    資産除売却損 1,326,646

    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 5,455,552,727

    その他 -

  臨時利益 1,177,709

    資産売却益 1,177,709



【様式第3号】

自治体名：太良町
会計：一般会計等

純資産変動計算書(NW) （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 35,495,064,394 40,586,549,002 -5,091,484,608

  純行政コスト（△） -5,455,552,727 -5,455,552,727

  財源 5,202,548,348 5,202,548,348

    税収等 4,232,581,108 4,232,581,108

    国県等補助金 969,967,240 969,967,240

  本年度差額 -253,004,379 -253,004,379

  固定資産等の変動（内部変動） -295,068,939 295,068,939

    有形固定資産等の増加 600,132,596 -600,132,596

    有形固定資産等の減少 -1,091,871,705 1,091,871,705

    貸付金・基金等の増加 967,536,492 -967,536,492

    貸付金・基金等の減少 -770,866,322 770,866,322

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 182,303 182,303

  その他 -336,000 -336,000 -

  本年度純資産変動額 -253,158,076 -295,222,636 42,064,560

本年度末純資産残高 35,241,906,318 40,291,326,366 -5,049,420,048

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：太良町
会計：一般会計等

資金収支計算書(CF) （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 4,519,686,327

    業務費用支出 2,522,837,011

      人件費支出 871,642,015

      物件費等支出 1,593,962,439

      支払利息支出 38,956,115

      その他の支出 18,276,442

    移転費用支出 1,996,849,316

      補助金等支出 1,071,390,253

      社会保障給付支出 461,116,496

      他会計への繰出支出 405,663,982

      その他の支出 58,678,585

  業務収入 5,198,254,463

    税収等収入 4,232,238,464

    国県等補助金収入 827,952,754

    使用料及び手数料収入 50,943,354

    その他の収入 87,119,891

  臨時支出 47,439,799

    災害復旧事業費支出 47,439,799

    その他の支出 -

  臨時収入 33,002,486

業務活動収支 664,130,823

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,559,129,715

    公共施設等整備費支出 600,132,596

    基金積立金支出 908,997,119

    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 876,150,520

    国県等補助金収入 109,012,000

    基金取崩収入 712,246,000

    貸付金元金回収収入 50,000,000

    資産売却収入 4,892,520

    その他の収入 -

投資活動収支 -682,979,195

【財務活動収支】

  財務活動支出 433,099,866

    地方債償還支出 427,088,658

    その他の支出 6,011,208

  財務活動収入 490,192,000

    地方債発行収入 490,192,000

前年度末歳計外現金残高 22,135,975

本年度歳計外現金増減額 6,020,680

本年度末歳計外現金残高 28,156,655

本年度末現金預金残高 194,766,185

    その他の収入 -

財務活動収支 57,092,134

本年度資金収支額 38,243,762

前年度末資金残高 128,365,768

本年度末資金残高 166,609,530


