
【様式第1号】

自治体名：太良町
会計：全体会計

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 40,161,493,449   固定負債 6,648,572,596

    有形固定資産 36,661,679,026     地方債等 5,677,706,406

      事業用資産 7,745,587,760     長期未払金 -

        土地 1,626,219,319     退職手当引当金 765,578,509

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

        建物 11,338,804,149     その他 205,287,681

        建物減価償却累計額 -6,154,037,545   流動負債 716,607,709

        工作物 1,091,151,841     １年内償還予定地方債等 536,355,498

        工作物減価償却累計額 -720,137,359     未払金 63,519,376

        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 78,582,534

        航空機 -     預り金 32,139,093

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

        その他 - 負債合計 7,365,180,305

        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 43,227,764,873

      インフラ資産 28,529,774,232   余剰分（不足分） -5,696,927,899

        土地 505,174,998   他団体出資等分 -

        建物 655,301,608

        建物減価償却累計額 -487,489,443

        工作物 44,512,816,564

        工作物減価償却累計額 -16,694,588,584

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 38,559,089

      物品 1,489,917,823

      物品減価償却累計額 -1,103,600,789

    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 3,476,052,576

      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 -

      長期延滞債権 20,494,594

      長期貸付金 -

      基金 3,364,599,768

        減債基金 -

        その他 3,364,599,768

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,116,362

  流動資産 4,734,523,830

    現金預金 1,474,338,033

    未収金 186,958,298

    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 7,839,723

    その他 -

    徴収不能引当金 -883,648

  繰延資産 - 純資産合計 37,530,836,974

資産合計 44,896,017,279 負債及び純資産合計 44,896,017,279

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：太良町
会計：全体会計
行政コスト計算書(PL) （単位：円）

    資産売却益 1,177,709

    その他 1,221,308

純行政コスト 7,023,094,757

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 691,880

  臨時利益 2,399,017

  臨時損失 53,028,858

    災害復旧事業費 47,439,799

    資産除売却損 4,897,179

    使用料及び手数料 1,096,100,733

    その他 138,617,054

純経常行政コスト 6,972,464,916

      社会保障給付 461,116,496

      その他 64,233,785

  経常収益 1,234,717,787

        その他 69,098,898

    移転費用 3,399,958,491

      補助金等 2,874,608,210

      その他の業務費用 146,004,182

        支払利息 74,905,274

        徴収不能引当金繰入額 2,000,010

        維持補修費 53,410,024

        減価償却費 1,275,870,447

        その他 1,549,470

        その他 216,431,089

      物件費等 3,295,634,571

        物件費 1,964,804,630

        職員給与費 1,049,139,090

        賞与等引当金繰入額 78,582,534

        退職手当引当金繰入額 21,432,746

  経常費用 8,207,182,703

    業務費用 4,807,224,212

      人件費 1,365,585,459

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：太良町
会計：全体会計

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 37,542,638,538 43,545,541,929 -6,002,903,391 -

  純行政コスト（△） -7,023,094,757 -7,023,094,757 -

  財源 7,007,255,068 7,007,255,068 -

    税収等 5,382,924,501 5,382,924,501 -

    国県等補助金 1,624,330,567 1,624,330,567 -

  本年度差額 -15,839,689 -15,839,689 -

  固定資産等の変動（内部変動） -317,623,359 317,623,359

    有形固定資産等の増加 766,173,983 -766,173,983

    有形固定資産等の減少 -1,284,482,437 1,284,482,437

    貸付金・基金等の増加 987,221,644 -987,221,644

    貸付金・基金等の減少 -786,536,549 786,536,549

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 182,303 182,303

  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 3,855,822 -336,000 4,191,822

  本年度純資産変動額 -11,801,564 -317,777,056 305,975,492 -

本年度末純資産残高 37,530,836,974 43,227,764,873 -5,696,927,899 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計

資金収支計算書(CF) （単位：円）

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 1,474,338,033

    地方債等償還支出 515,779,853

    その他の支出 6,011,208

  財務活動収入 490,192,000

    地方債等発行収入 490,192,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -31,599,061

本年度資金収支額 234,804,829

前年度末資金残高 1,211,376,549

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

    業務費用支出 3,588,869,455

      人件費支出 1,416,579,037

    税収等収入 5,338,206,745

    移転費用支出 3,399,958,491

      補助金等支出 2,874,608,210

      社会保障給付支出 461,116,496

      その他の支出 64,233,785

  業務収入 8,031,323,627

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,446,181,378

投資活動収支 -760,962,598

【財務活動収支】

  財務活動支出 521,791,061

    資産売却収入 4,892,520

    その他の収入 62,745,452

    基金積立金支出 915,152,067

    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 970,355,972

    国県等補助金収入 140,472,000

    基金取崩収入 712,246,000

    貸付金元金回収収入 50,000,000

  投資活動支出 1,731,318,570

    公共施設等整備費支出 766,166,503

    使用料及び手数料収入 1,117,763,386

    その他の収入 137,352,426

  臨時支出 48,131,679

    災害復旧事業費支出 47,439,799

    その他の支出 691,880

  臨時収入 33,002,486

業務活動収支 1,027,366,488

【投資活動収支】

    国県等補助金収入 1,438,001,070

      物件費等支出 2,028,861,551

      支払利息支出 74,905,274

      その他の支出 68,523,593

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,988,827,946


