
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  【負債の部】                  

　固定資産          29,224,443 　固定負債          12,991,675

　　有形固定資産          26,625,442 　　地方債等          10,843,279

　　　事業用資産          18,163,806 　　長期未払金                  －

　　　　土地           2,619,435 　　退職手当引当金           1,902,003

　　　　立木竹              32,105 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          28,868,403 　　その他             246,393

　　　　建物減価償却累計額        △14,334,718 　流動負債           1,593,071

　　　　工作物           1,587,231 　　1年内償還予定地方債等           1,316,231

　　　　工作物減価償却累計額           △656,075 　　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               4,527

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金             129,912

　　　　航空機                  － 　　預り金              88,641

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他              53,760

　　　　その他              47,425 負債合計          14,584,746

　　　　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          30,906,096

　　　インフラ資産           7,963,088 　余剰分（不足分）        △14,077,010

　　　　土地             277,323

　　　　建物                  －

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物          87,591,456

　　　　工作物減価償却累計額        △79,942,219

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              36,529

　　　物品           1,792,529

　　　物品減価償却累計額         △1,293,981

　　無形固定資産              50,858

　　　ソフトウェア               3,433

　　　その他              47,425

　　投資その他の資産           2,548,143

　　　投資及び出資金             178,480

　　　　有価証券             126,089

　　　　出資金              14,300

　　　　その他              38,091

　　　投資損失引当金             △5,148

　　　長期延滞債権              99,670

　　　長期貸付金             200,428

　　　基金           2,080,522

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           2,080,522

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △5,809

　流動資産           2,189,389

　　現金預金             458,469

　　未収金              23,700

　　短期貸付金              41,281

　　基金           1,637,859

　　　財政調整基金           1,014,792

　　　減債基金             623,067

　　棚卸資産              28,079

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計          16,829,086

資産合計          31,413,832 負債及び純資産合計          31,413,832

平成28年度立山町一般会計等貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）



（単位：千円）

科目                  

経常費用                      9,889,980

　業務費用                      5,619,986

　　人件費                      1,771,166

　　　職員給与費                      1,594,971

　　　賞与等引当金繰入額                        129,912

　　　退職手当引当金繰入額                       △62,712

　　　その他                        108,995

　　物件費等                      3,690,139

　　　物件費                      2,228,567

　　　維持補修費                        124,090

　　　減価償却費                      1,337,482

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                        158,681

　　　支払利息                        128,647

　　　徴収不能引当金繰入額                          4,484

　　　その他                         25,550

　移転費用                      4,269,994

　　補助金等                      2,409,643

　　社会保障給付                      1,138,794

　　他会計への繰出金                        709,895

　　その他                         11,661

経常収益                        395,938

　使用料及び手数料                        123,304

　その他                        272,634

純経常行政コスト                      9,494,042

臨時損失                         97,243

　災害復旧事業費                         86,371

　資産除売却損                         10,871

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                        △1,946

　資産売却益                            698

　その他                        △2,643

純行政コスト                      9,593,230

平成28年度立山町一般会計等行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日



（単位：千円）

                 

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 43,197,514 56,229,482 △13,031,968

　純行政コスト（△） △9,593,230 △9,593,230

　財源 9,715,134 9,715,134

　　税収等 7,677,172 7,677,172

　　国県等補助金 2,037,961 2,037,961

　本年度差額 121,903 121,903

　固定資産等の変動（内部変動） 1,166,945 △1,166,945

　　有形固定資産等の増加 2,702,747 △2,702,747

　　有形固定資産等の減少 △1,466,671 1,466,671

　　貸付金・基金等の増加 379,627 △379,627

　　貸付金・基金等の減少 △448,759 448,759

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 △26,490,332 △26,490,332

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △26,368,428 △25,323,386 △1,045,042

本年度末純資産残高 16,829,086 30,906,096                  

平成28年度立山町一般会計等純資産変動計算書
自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

科目                  



（単位：千円）

科目                  

【業務活動収支】

　業務支出                      8,592,220

　　業務費用支出                      4,322,227

　　　人件費支出                      1,815,373

　　　物件費等支出                      2,352,657

　　　支払利息支出                        128,647

　　　その他の支出                         25,550

　　移転費用支出                      4,269,994

　　　補助金等支出                      2,409,643

　　　社会保障給付支出                      1,138,794

　　　他会計への繰出支出                        709,895

　　　その他の支出                         11,661

　業務収入                      9,765,805

　　税収等収入                      7,668,528

　　国県等補助金収入                      1,732,159

　　使用料及び手数料収入                        124,124

　　その他の収入                        240,994

　臨時支出                         86,371

　　災害復旧事業費支出                         86,371

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                      1,087,214

【投資活動収支】

　投資活動支出                      1,315,587

　　公共施設等整備費支出                        670,641

　　基金積立金支出                        328,326

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                        316,620

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                      1,081,587

　　国県等補助金収入                        305,802

　　基金取崩収入                        369,991

　　貸付金元金回収収入                        344,087

　　資産売却収入                         29,077

　　その他の収入                         32,630

投資活動収支                      △234,000

【財務活動収支】

　財務活動支出                      1,588,978

　　地方債等償還支出                      1,573,871

　　その他の支出                         15,106

　財務活動収入                        769,684

　　地方債等発行収入                        769,684

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △819,294

本年度資金収支額                         33,920

前年度末資金残高                        335,909

本年度末資金残高                        369,828

前年度末歳計外現金残高                         89,180

本年度歳計外現金増減額                          △539

本年度末歳計外現金残高                         88,641

本年度末現金預金残高                        458,469

平成28年度立山町一般会計等資金収支計算書
自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日


