
2017/3/31

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 73,704,903   固定負債 18,787,717

    有形固定資産 67,896,651     地方債等 14,394,874

      事業用資産 40,732,196     長期未払金 -

        土地 24,984,177     退職手当引当金 1,319,695

        立木竹 -     損失補償等引当金 150,813

        建物 31,577,191     その他 2,922,335

        建物減価償却累計額 -17,122,269   流動負債 1,958,537

        工作物 3,303,594     １年内償還予定地方債等 1,408,114

        工作物減価償却累計額 -2,093,301     未払金 161,292

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 48,638

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 95,760

        航空機 -     預り金 52,061

        航空機減価償却累計額 -     その他 192,671

        その他 - 負債合計 20,746,254

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 82,804   固定資産等形成分 76,574,221

      インフラ資産 26,888,572   余剰分（不足分） -16,318,060

        土地 5,637,498   他団体出資等分 -

        建物 672,379

        建物減価償却累計額 -420,158

        工作物 35,790,433

        工作物減価償却累計額 -14,803,904

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 12,325

      物品 1,065,906

      物品減価償却累計額 -790,023

    無形固定資産 70,611

      ソフトウェア 64,992

      その他 5,618

    投資その他の資産 5,737,640

      投資及び出資金 269,614

        有価証券 7,912

        出資金 260,908

        その他 794

      長期延滞債権 74,958

      長期貸付金 1,629,059

      基金 3,770,035

        減債基金 1,378,313

        その他 2,391,722

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,026

  流動資産 7,297,512

    現金預金 3,519,602

    未収金 114,147

    短期貸付金 48,266

    基金 2,821,052

      財政調整基金 2,821,052

      減債基金 -

    棚卸資産 732,875

    その他 64,376

    徴収不能引当金 -2,807

  繰延資産 - 純資産合計 60,256,160

資産合計 81,002,414 負債及び純資産合計 81,002,414

報告書（連結財務諸表）
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2017/3/31

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

    その他 -45,855

純行政コスト 13,088,927

    その他 1,351

  臨時利益 -44,909

    資産売却益 946

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,012

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,077,394

純経常行政コスト 13,041,655

  臨時損失 2,363

      その他 166,227

  経常収益 2,212,026

    使用料及び手数料 1,134,632

    移転費用 9,371,401

      補助金等 5,486,596

      社会保障給付 3,718,578

        支払利息 260,267

        徴収不能引当金繰入額 8,833

        その他 134,079

        減価償却費 1,635,438

        その他 23,901

      その他の業務費用 403,179

      物件費等 4,108,576

        物件費 2,355,008

        維持補修費 94,228

        賞与等引当金繰入額 95,760

        退職手当引当金繰入額 4,479

        その他 121,269

    業務費用 5,882,281

      人件費 1,370,526

        職員給与費 1,149,018

報告書（連結財務諸表）

科目名 金額

  経常費用 15,253,682
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自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：連結会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：千円）

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 60,808,979 78,198,665 -17,389,687 -

  純行政コスト（△） -13,088,927 -13,088,927 -

  財源 13,259,320 13,259,320 -

    税収等 10,116,116 10,116,116 -

    国県等補助金 3,143,204 3,143,204 -

  本年度差額 170,393 170,393 -

  固定資産等の変動（内部変動） -936,437 936,437

    有形固定資産等の増加 1,309,869 -1,309,869

    有形固定資産等の減少 -2,443,246 2,443,246

    貸付金・基金等の増加 725,129 -725,129

    貸付金・基金等の減少 -528,189 528,189

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 19,906 19,906

  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 -69,404 -34,200 -35,203 -

  その他 -673,714 -673,714 -

  本年度純資産変動額 -552,818 -1,624,445 1,071,626 -

本年度末純資産残高 60,256,160 76,574,221 -16,318,060 -

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

本年度末資金残高 3,467,700

本年度資金収支額 28,696

前年度末資金残高 3,458,120

比例連結割合変更に伴う差額 -19,116

    地方債等発行収入 591,600

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,073,239

    地方債等償還支出 1,655,807

    その他の支出 9,032

  財務活動収入 591,600

投資活動収支 -420,912

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,664,839

    貸付金元金回収収入 48,840

    資産売却収入 946

    その他の収入 0

  投資活動収入 650,657

    国県等補助金収入 239,849

    基金取崩収入 361,021

    投資及び出資金支出 100,000

    貸付金支出 454

    その他の支出 0

  投資活動支出 1,071,568

    公共施設等整備費支出 467,376

    基金積立金支出 503,737

  臨時収入 178,738

業務活動収支 1,522,847

【投資活動収支】

  臨時支出 876

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 876

    国県等補助金収入 2,783,142

    使用料及び手数料収入 1,171,368

    その他の収入 937,127

      その他の支出 171,237

  業務収入 14,951,205

    税収等収入 10,059,568

    移転費用支出 9,376,042

      補助金等支出 5,486,227

      社会保障給付支出 3,718,578

      物件費等支出 2,480,392

      支払利息支出 260,267

      その他の支出 129,707

  業務支出 13,606,220

    業務費用支出 4,230,179

      人件費支出 1,359,813

報告書（連結財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】
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