
高知県津野町

一般会計等

平成28年4月1日 現在

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

　固定資産 17,273,117 　固定負債 6,946,388

　　有形固定資産 11,643,612 　　地方債 6,279,199

　　　事業用資産 5,118,880 　　長期未払金 -

　　　　土地 1,164,554 　　退職手当引当金 667,189

　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 8,543,971 　　その他 -

　　　　建物減価償却累計額 △ 5,283,115 　流動負債 1,005,489

　　　　工作物 877,901 　　１年内償還予定地方債 948,512

　　　　工作物減価償却累計額 △ 567,102 　　未払金 39

　　　　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 47,546

　　　　航空機 - 　　預り金 9,392

　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -

　　　　その他 1,040 負債合計 7,951,877

　　　　その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定 381,631 　固定資産等形成分 20,332,768

　　　インフラ資産 6,488,620 　余剰分（不足分） △ 7,660,518

　　　　土地 1

　　　　建物 -

　　　　建物減価償却累計額 -

　　　　工作物 16,877,233

　　　　工作物減価償却累計額 △ 10,412,082

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 23,467

　　　物品 416,197

　　　物品減価償却累計額 △ 380,086

　　無形固定資産 56,980

　　　ソフトウェア 55,846

　　　その他 1,134

　　投資その他の資産 5,572,524

　　　投資及び出資金 309,156

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 309,156

　　　　その他 -

　　　投資損失引当金 -

　　　長期延滞債権 16,720

　　　長期貸付金 44,245

　　　基金 5,202,987

　　　　減債基金 1,808,512

　　　　その他 3,394,475

会計別開始貸借対照表　　　　



高知県津野町

一般会計等

平成28年4月1日 現在

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

　　　その他 -

　　　徴収不能引当金 △ 583

　流動資産 3,351,010

　　現金預金 283,199

　　未収金 8,456

　　短期貸付金 8,490

　　基金 3,051,161

　　　財政調整基金 3,051,161

　　　減債基金 -

　　棚卸資産 -

　　その他 -

　　徴収不能引当金 △ 295 純資産合計 12,672,250

資産合計 20,624,127 負債・純資産合計 20,624,127

会計別開始貸借対照表　　　　



高知県津野町

一般会計等

平成29年3月31日 現在

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

　固定資産 18,254,930 　固定負債 7,764,654

　　有形固定資産 12,206,380 　　地方債 7,102,305

　　　事業用資産 5,305,534 　　長期未払金 -

　　　　土地 1,164,554 　　退職手当引当金 662,349

　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 9,226,738 　　その他 -

　　　　建物減価償却累計額 △ 5,431,945 　流動負債 531,368

　　　　工作物 966,230 　　１年内償還予定地方債 474,589

　　　　工作物減価償却累計額 △ 621,061 　　未払金 35

　　　　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 47,101

　　　　航空機 - 　　預り金 9,643

　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -

　　　　その他 1,040 負債合計 8,296,022

　　　　その他減価償却累計額 △ 21 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定 - 　固定資産等形成分 21,514,035

　　　インフラ資産 6,849,456 　余剰分（不足分） △ 7,999,503

　　　　土地 1

　　　　建物 -

　　　　建物減価償却累計額 -

　　　　工作物 17,443,131

　　　　工作物減価償却累計額 △ 10,593,676

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 -

　　　物品 444,582

　　　物品減価償却累計額 △ 393,194

　　無形固定資産 148,997

　　　ソフトウェア 147,863

　　　その他 1,134

　　投資その他の資産 5,899,554

　　　投資及び出資金 309,346

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 309,346

　　　　その他 -

　　　投資損失引当金 -

　　　長期延滞債権 9,910

　　　長期貸付金 51,025

　　　基金 5,529,910

　　　　減債基金 1,813,035

　　　　その他 3,716,875

会計別貸借対照表　　　　



高知県津野町

一般会計等

平成29年3月31日 現在

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

　　　その他 -

　　　徴収不能引当金 △ 637

　流動資産 3,555,624

　　現金預金 292,902

　　未収金 3,866

　　短期貸付金 -

　　基金 3,259,105

　　　財政調整基金 3,259,105

　　　減債基金 -

　　棚卸資産 -

　　その他 -

　　徴収不能引当金 △ 249 純資産合計 13,514,533

資産合計 21,810,554 負債・純資産合計 21,810,554

会計別貸借対照表　　　　



高知県津野町
一般会計等

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日
（単位：千円）

金額

経常費用 4,616,546

　業務費用 2,861,290

　　人件費 1,161,020

　　　職員給与費 734,050

　　　賞与等引当金繰入額 47,101

　　　退職手当引当金繰入額 88,743

　　　その他 291,127

　　物件費等 1,647,888

　　　物件費 776,489

　　　維持補修費 438,524

　　　減価償却費 432,875

　　　その他 -

　　その他の業務費用 52,382

　　　支払利息 42,325

　　　徴収不能引当金繰入額 886

　　　その他 9,171

　移転費用 1,755,255

　　補助金等 1,082,901

　　社会保障給付 299,434

　　他会計への繰出金 365,415

　　その他 7,505

経常収益 286,302

　使用料及び手数料 74,162

　その他 212,141

純経常行政コスト 4,330,243

臨時損失 0

　災害復旧事業費 -

　資産除売却損 0

　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 6,558

　資産売却益 6,558

　その他 -

純行政コスト 4,323,685

会計別行政コスト計算書　

科目



高知県津野町

一般会計等

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日
（単位：千円）

科 目 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 12,672,250 20,332,768 △ 7,660,518

　純行政コスト（△） △ 4,323,685 △ 4,323,685

　財源 5,165,968 5,165,968

　　税収等 3,892,323 3,892,323

　　国県等補助金 1,273,646 1,273,646

　本年度差額 842,283 842,283

　固定資産等の変動（内部変動） 1,181,268 △ 1,181,268

　　有形固定資産等の増加 1,087,659 △ 1,087,659

　　有形固定資産等の減少 △ 432,875 432,875

　　貸付金・基金等の増加 755,654 △ 755,654

　　貸付金・基金等の減少 △ 229,170 229,170

　資産評価差額 - -

　無償所管換等 - -

　その他 - - -

　本年度純資産変動額 842,283 1,181,268 △ 338,985

本年度末純資産残高 13,514,533 21,514,035 △ 7,999,503

会計別純資産変動計算書　　



高知県津野町

一般会計等

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日
（単位：千円）

金額

【業務活動収支】

　業務支出 4,089,056

　　業務費用支出 2,333,801

　　　人件費支出 1,072,722

　　　物件費等支出 1,215,013

　　　支払利息支出 42,325

　　　その他の支出 3,741

　　移転費用支出 1,755,255

　　　補助金等支出 1,082,901

　　　社会保障給付支出 299,434

　　　他会計への繰出支出 365,415

　　　その他の支出 7,505

　業務収入 5,363,773

　　税収等収入 3,897,303

　　国県等補助金収入 1,273,646

　　使用料及び手数料収入 74,161

　　その他の収入 118,664

　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 1,274,717

【投資活動収支】

　投資活動支出 1,809,513

　　公共施設等整備費支出 1,087,659

　　基金積立金支出 714,884

　　投資及び出資金支出 190

　　貸付金支出 6,780

　　その他の支出 -

　投資活動収入 195,065

　　国県等補助金収入 -

　　基金取崩収入 180,017

　　貸付金元金回収収入 8,490

　　資産売却収入 6,558

　　その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,614,448

【財務活動収支】

　財務活動支出 948,512

　　地方債償還支出 948,512

　　その他の支出 -

　財務活動収入 1,297,695

　　地方債発行収入 1,297,695

　　その他の収入 -

財務活動収支 349,183

会計別資金収支計算書　

科目



高知県津野町

一般会計等

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日
（単位：千円）

金額

本年度資金収支額 9,452

前年度末資金残高 273,807

本年度末資金残高 283,259

前年度末歳計外現金残高 9,392

本年度歳計外現金増減額 251

本年度末歳計外現金残高 9,643

本年度末現金預金残高 292,902

会計別資金収支計算書　

科目


