
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】                  

　固定資産          56,311,121 　固定負債          13,517,273

　　有形固定資産          53,726,751 　　地方債等          11,389,826

　　　事業用資産          23,312,982 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,196,352 　　退職手当引当金           1,964,715

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

　　　　建物          37,366,860 　　その他             162,733

　　　　建物減価償却累計額        △16,376,483 　流動負債           1,832,487

　　　　工作物           1,556,247 　　1年内償還予定地方債等           1,573,871

　　　　工作物減価償却累計額           △554,835 　　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               4,269

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金             111,407

　　　　航空機                  － 　　預り金              89,180

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

　　　　その他              98,767 負債合計          15,349,761

　　　　その他減価償却累計額             △6,032 【純資産の部】                    

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分          56,227,237

　　　インフラ資産          29,815,307 　余剰分（不足分）        △13,029,655

　　　　土地           1,691,153

　　　　建物               1,767

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物          87,585,347

　　　　工作物減価償却累計額        △59,462,960

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品           1,748,613

　　　物品減価償却累計額         △1,150,152

　　無形固定資産              45,160

　　　ソフトウェア                   0

　　　その他              45,160

　　投資その他の資産           2,539,211

　　　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              92,954

　　　長期貸付金             231,709

　　　基金           2,046,620

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           2,046,620

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △5,405

　流動資産           2,236,221

　　現金預金             425,088

　　未収金              30,115

　　短期貸付金              37,467

　　基金           1,713,425

　　　財政調整基金           1,010,505

　　　減債基金             702,920

　　棚卸資産              30,126

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計          43,197,582

資産合計          58,547,343 負債及び純資産合計          58,547,343

平成27年度立山町一般会計等貸借対照表
（平成28年03月31日 現在）



（単位：千円）

科目                  

経常費用                      8,945,715

　業務費用                      4,701,389

　　人件費                      1,687,197

　　　職員給与費                      1,653,079

　　　賞与等引当金繰入額                        111,407

　　　退職手当引当金繰入額                      △185,318

　　　その他                        108,029

　　物件費等                      2,832,683

　　　物件費                        702,116

　　　維持補修費                      1,567,961

　　　減価償却費                        558,573

　　　その他                          4,033

　　その他の業務費用                        181,509

　　　支払利息                        142,758

　　　徴収不能引当金繰入額                          4,118

　　　その他                         34,633

　移転費用                      4,244,326

　　補助金等                      2,273,396

　　社会保障給付                      1,019,926

　　他会計への繰出金                        875,348

　　その他                         75,656

経常収益                        526,034

　使用料及び手数料                        147,871

　その他                        378,163

純経常行政コスト                      8,419,681

臨時損失                        195,518

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                        195,518

　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                          1,025

　資産売却益                          1,025

　その他                             －

純行政コスト                      8,614,173

平成27年度立山町一般会計等行政コスト計算書
自 平成27年04月01日

至 平成28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 42,024,240 57,552,732 △15,528,492

　純行政コスト（△） △8,614,173 △8,614,173

　財源 9,740,220 9,740,220

　　税収等 7,791,724 7,791,724

　　国県等補助金 1,948,496 1,948,496

　本年度差額 1,126,047 1,126,047

　固定資産等の変動（内部変動） △1,372,791 1,372,791

　　有形固定資産等の増加 1,091,574 △1,091,574

　　有形固定資産等の減少 △2,646,650 2,646,650

　　貸付金・基金等の増加 473,932 △473,932

　　貸付金・基金等の減少 △291,647 291,647

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 47,295 47,295

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 1,173,342 △1,325,495 2,498,837

本年度末純資産残高 43,197,582 56,227,237 △13,029,655

平成27年度立山町一般会計等純資産変動計算書
自 平成27年04月01日

至 平成28年03月31日

科目                  



（単位：千円）

科目                  

【業務活動収支】

　業務支出                      8,569,838

　　業務費用支出                      4,325,513

　　　人件費支出                      1,874,011

　　　物件費等支出                      2,289,644

　　　支払利息支出                        142,758

　　　その他の支出                         19,099

　　移転費用支出                      4,244,326

　　　補助金等支出                      2,273,396

　　　社会保障給付支出                      1,019,926

　　　他会計への繰出支出                        875,348

　　　その他の支出                         75,656

　業務収入                      9,594,347

　　税収等収入                      7,775,433

　　国県等補助金収入                      1,484,026

　　使用料及び手数料収入                        148,403

　　その他の収入                        186,486

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                      1,024,509

【投資活動収支】                               

　投資活動支出                      1,735,464

　　公共施設等整備費支出                        938,253

　　基金積立金支出                        473,911

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                        323,300

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                      1,281,638

　　国県等補助金収入                        464,470

　　基金取崩収入                        253,103

　　貸付金元金回収収入                        361,823

　　資産売却収入                         10,565

　　その他の収入                        191,677

投資活動収支                      △453,826

【財務活動収支】                               

　財務活動支出                      1,381,595

　　地方債等償還支出                      1,365,861

　　その他の支出                         15,734

　財務活動収入                        722,013

　　地方債等発行収入                        722,013

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △659,582

本年度資金収支額                       △88,899

前年度末資金残高                        424,808

本年度末資金残高                        335,909

前年度末歳計外現金残高                         30,975

本年度歳計外現金増減額                         58,205

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

本年度末現金預金残高                        425,088

平成27年度立山町一般会計等資金収支計算書
自 平成27年04月01日

至 平成28年03月31日


