
2017/3/26

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：一般会計等   

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 50,087,388   固定負債 13,445,279

    有形固定資産 42,439,674     地方債 5,813,506

      事業用資産 33,739,218     長期未払金 -

        土地 21,624,642     退職手当引当金 1,222,726

        立木竹 -     損失補償等引当金 6,409,048

        建物 27,192,166     その他 -

        建物減価償却累計額 -16,280,730   流動負債 904,159

        工作物 2,949,306     １年内償還予定地方債 769,990

        工作物減価償却累計額 -1,828,971     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 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 82,593

        航空機 -     預り金 51,576

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,349,439

        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 52,752,504

      インフラ資産 8,525,518   余剰分（不足分） -13,979,199

        土地 4,224,822

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 8,108,557

        工作物減価償却累計額 -3,807,861

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 819,772

      物品減価償却累計額 -644,833

    無形固定資産 54,776

      ソフトウェア 54,776

      その他 -

    投資その他の資産 7,592,938

      投資及び出資金 2,306,616

        有価証券 912

        出資金 2,305,704

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 38,387

      長期貸付金 1,629,059

      基金 3,621,526

        減債基金 1,378,313

        その他 2,243,214

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,650

  流動資産 3,035,355

    現金預金 359,241

    未収金 5,960

    短期貸付金 48,266

    基金 2,616,849

      財政調整基金 2,616,849

      減債基金 -

    棚卸資産 5,497

    その他 -

    徴収不能引当金 -459 純資産合計 38,773,304

資産合計 53,122,743 負債及び純資産合計 53,122,743

報告書（財務諸表）
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2017/3/26

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

報告書（財務諸表）

科目名 金額

  経常費用 7,437,191

    業務費用 3,506,262

      人件費 1,154,725

        職員給与費 969,179

        賞与等引当金繰入額 82,593

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 102,953

      物件費等 2,237,719

        物件費 1,293,481

        維持補修費 77,340

        減価償却費 860,283

        その他 6,615

      その他の業務費用 113,818

        支払利息 74,954

        徴収不能引当金繰入額 3,109

        その他 35,756

    移転費用 3,930,929

      補助金等 1,446,158

      社会保障給付 1,279,254

      他会計への繰出金 1,201,941

      その他 3,576

  経常収益 538,316

    使用料及び手数料 307,857

    その他 230,459

純経常行政コスト 6,898,875

  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 -

純行政コスト 6,504,355

  臨時利益 394,520

    資産売却益 946

    その他 393,574
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2017/3/26

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：一般会計等   

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)

前年度末純資産残高 39,139,285 53,800,525 -14,661,240

  純行政コスト（△） -6,504,355 -6,504,355

  財源 6,792,396 6,792,396

    税収等 5,466,360 5,466,360

    国県等補助金 1,326,036 1,326,036

  本年度差額 288,041 288,041

  固定資産等の変動（内部変動） -394,000 394,000

    有形固定資産等の増加 1,189,394 -1,189,394

    有形固定資産等の減少 -1,696,282 1,696,282

    貸付金・基金等の増加 565,047 -565,047

    貸付金・基金等の減少 -452,159 452,159

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 19,692 19,692

  その他 -673,714 -673,714 -

  本年度純資産変動額 -365,980 -1,048,021 682,041

本年度末純資産残高 38,773,304 52,752,504 -13,979,199

報告書（財務諸表）
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2017/3/26

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

報告書（財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,571,493

    業務費用支出 2,640,563

      人件費支出 1,149,151

      物件費等支出 1,383,895

      支払利息支出 74,954

      その他の支出 32,563

    移転費用支出 3,930,929

      補助金等支出 1,446,158

      社会保障給付支出 1,279,254

      他会計への繰出支出 1,201,941

      その他の支出 3,576

  業務収入 6,989,902

    税収等収入 5,471,435

    国県等補助金収入 1,019,530

    使用料及び手数料収入 308,637

    その他の収入 190,299

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 167,302

業務活動収支 585,711

【投資活動収支】

  投資活動支出 838,196

    公共施設等整備費支出 353,395

    基金積立金支出 484,346

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 454

    その他の支出 -

  投資活動収入 517,616

    国県等補助金収入 139,204

    基金取崩収入 328,656

    貸付金元金回収収入 48,810

    資産売却収入 946

    その他の収入 -

投資活動収支 -320,580

【財務活動収支】

  財務活動支出 721,908

    地方債償還支出 721,908

    その他の支出 -

  財務活動収入 445,900

    地方債発行収入 445,900

    その他の収入 -

本年度末資金残高 307,665

財務活動収支 -276,008

本年度資金収支額 -10,877

前年度末資金残高 318,541
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