
2017/3/26

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：全体会計   

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 68,626,653   固定負債 16,617,506

    有形固定資産 60,776,957     地方債等 12,358,855

      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 1,285,121

        立木竹 -     損失補償等引当金 1,278,521

        建物 27,192,166     その他 1,695,008

        建物減価償却累計額 -16,280,730   流動負債 1,502,936

        工作物 2,949,306     １年内償還予定地方債等 1,239,695

        工作物減価償却累計額 -1,828,971     未払金 73,429

        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 92,924

        航空機 -     預り金 51,576

        航空機減価償却累計額 -     その他 45,312

        その他 - 負債合計 18,120,442

        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 71,438,986

      インフラ資産 26,845,182   余剰分（不足分） -16,155,372

        土地 5,618,961   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 35,757,209

        工作物減価償却累計額 -14,795,533

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 12,325

      物品 963,767

      物品減価償却累計額 -771,210

    無形固定資産 69,389

      ソフトウェア 63,902

      その他 5,486

    投資その他の資産 7,780,307

      投資及び出資金 2,455,770

        有価証券 912

        出資金 2,454,858

        その他 -

      長期延滞債権 74,958

      長期貸付金 1,629,059

      基金 3,626,545

        減債基金 1,378,313

        その他 2,248,233

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,026

  流動資産 4,777,403

    現金預金 1,876,739

    未収金 69,959

    短期貸付金 48,266

    基金 2,764,067

      財政調整基金 2,764,067

      減債基金 -

    棚卸資産 20,898

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,526

  繰延資産 - 純資産合計 55,283,614

資産合計 73,404,056 負債及び純資産合計 73,404,056

報告書（連結財務諸表）
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2017/3/26

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

報告書（連結財務諸表）

科目名 金額

  経常費用 12,369,735

    業務費用 4,807,842

      人件費 1,304,250

        職員給与費 1,098,396

        賞与等引当金繰入額 92,924

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 112,929

      物件費等 3,197,915

        物件費 1,672,927

        維持補修費 91,086

        減価償却費 1,426,698

        その他 7,203

      その他の業務費用 305,677

        支払利息 237,368

        徴収不能引当金繰入額 8,551

        その他 59,757

    移転費用 7,561,893

      補助金等 6,213,576

      社会保障給付 1,282,134

      その他 66,183

  経常収益 1,370,940

    使用料及び手数料 1,100,738

    その他 270,202

純経常行政コスト 10,998,794

  臨時損失 290

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 290

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 57,521

純行政コスト 10,940,617

    その他 -

  臨時利益 58,467

    資産売却益 946
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2017/3/26

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：全体会計   

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 55,715,184 72,850,758 -17,135,575 -

  純行政コスト（△） -10,940,617 -10,940,617 -

  財源 11,163,069 11,163,069 -

    税収等 8,553,394 8,553,394 -

    国県等補助金 2,609,675 2,609,675 -

  本年度差額 222,452 222,452 -

  固定資産等の変動（内部変動） -757,752 757,752

    有形固定資産等の増加 1,302,233 -1,302,233

    有形固定資産等の減少 -2,264,044 2,264,044

    貸付金・基金等の増加 710,854 -710,854

    貸付金・基金等の減少 -506,794 506,794

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 19,692 19,692

  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 -673,714 -673,714 -

  本年度純資産変動額 -431,569 -1,411,773 980,203 -

本年度末純資産残高 55,283,614 71,438,986 -16,155,372 -

報告書（連結財務諸表）
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2017/3/26

自治体名：王寺町 年度：平成27年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

報告書（連結財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 10,888,604

    業務費用支出 3,326,711

      人件費支出 1,298,292

      物件費等支出 1,734,824

      支払利息支出 237,368

      その他の支出 56,227

    移転費用支出 7,561,893

      補助金等支出 6,213,576

      社会保障給付支出 1,282,134

      その他の支出 66,183

  業務収入 12,121,899

    税収等収入 8,496,908

    国県等補助金収入 2,269,841

    使用料及び手数料収入 1,137,474

    その他の収入 217,676

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 178,738

業務活動収支 1,412,033

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,050,864

    公共施設等整備費支出 460,533

    基金積立金支出 489,876

    投資及び出資金支出 100,000

    貸付金支出 454

    その他の支出 -

  投資活動収入 609,033

    国県等補助金収入 219,621

    基金取崩収入 339,656

    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 -441,831

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,483,687

    地方債等償還支出 1,475,228

    その他の支出 8,459

  財務活動収入 591,600

    地方債等発行収入 591,600

    その他の収入 -

財務活動収支 -892,087

本年度末資金残高 1,825,162

本年度資金収支額 78,116

前年度末資金残高 1,747,047

比例連結割合変更に伴う差額 -
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