
【様式第1号】

自治体名：能登町

会計：一般会計等 （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 75,973,417,157  固定負債 20,796,368,015

    有形固定資産 68,977,576,161    地方債 19,068,256,623

      事業用資産 22,547,160,511    長期未払金 -

        土地 4,518,210,153    退職手当引当金 1,728,111,392

        立木竹 -    損失補償等引当金 -

        建物 42,466,131,073    その他 -

        建物減価償却累計額 -25,510,330,723  流動負債 2,304,260,210

        工作物 397,991,826    １年内償還予定地方債 2,056,959,503

        工作物減価償却累計額 -8,702,827    未払金 -

        船舶 19,692,759    未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,654,191    前受金 -

        浮標等 26,630,800    前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -24,513,999    賞与等引当金 125,468,339

        航空機 -    預り金 121,832,368

        航空機減価償却累計額 -    その他 -

        その他 -負債合計 23,100,628,225

        その他減価償却累計額 -【純資産の部】

        建設仮勘定 663,705,640  固定資産等形成分 79,744,847,098

      インフラ資産 46,103,265,233  余剰分（不足分） -22,515,493,813

        土地 100,902,944

        建物 636,395,801

        建物減価償却累計額 -470,185,673

        工作物 136,271,116,422

        工作物減価償却累計額 -92,224,453,910

        その他 5,652,950,458

        その他減価償却累計額 -3,864,180,569

        建設仮勘定 719,760

      物品 1,761,260,798

      物品減価償却累計額 -1,434,110,381

    無形固定資産 79,336,528

      ソフトウェア 79,336,528

      その他 -

    投資その他の資産 6,916,504,468

      投資及び出資金 3,141,459,339

        有価証券 -

        出資金 323,663,927

        その他 2,817,795,412

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 184,375,251

      長期貸付金 110,000,000

      基金 3,482,626,419

        減債基金 -

        その他 3,482,626,419

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,956,541

  流動資産 4,356,564,353

    現金預金 560,505,434

    未収金 25,253,929

    短期貸付金 -

    基金 3,771,429,941

      財政調整基金 3,129,970,734

      減債基金 641,459,207

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -624,951純資産合計 57,229,353,285

資産合計 80,329,981,510負債及び純資産合計 80,329,981,510

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：能登町

会計：一般会計等 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 13,383,045,075

    業務費用 8,348,675,341

      人件費 2,001,056,047

        職員給与費 1,499,987,514

        賞与等引当金繰入額 125,468,339

        退職手当引当金繰入額 88,093,567

        その他 287,506,627

      物件費等 6,190,862,934

        物件費 2,157,726,877

        維持補修費 556,901,358

        減価償却費 3,472,837,289

        その他 3,397,410

      その他の業務費用 156,756,360

        支払利息 124,350,169

        徴収不能引当金繰入額 2,581,492

        その他 29,824,699

    移転費用 5,034,369,734

      補助金等 2,551,713,048

      社会保障給付 1,076,894,828

      他会計への繰出金 1,280,751,816

      その他 125,010,042

  経常収益 487,622,930

    使用料及び手数料 359,666,884

    その他 127,956,046

純経常行政コスト 12,895,422,145

  臨時損失 52,977,514

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 48,183,182

    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 12,939,557,740

    その他 4,794,332

  臨時利益 8,841,919

    資産売却益 8,841,919



【様式第3号】

自治体名：能登町

会計：一般会計等 （単位：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 56,982,501,740 78,657,676,741 -21,675,175,001

  純行政コスト（△） -12,939,557,740 -12,939,557,740

  財源 11,736,992,830 11,736,992,830

    税収等 9,972,431,576 9,972,431,576

    国県等補助金 1,764,561,254 1,764,561,254

  本年度差額 -1,202,564,910 -1,202,564,910

  固定資産等の変動（内部変動） -362,246,098 362,246,098

    有形固定資産等の増加 3,337,251,285 -3,337,251,285

    有形固定資産等の減少 -3,870,882,306 3,870,882,306

    貸付金・基金等の増加 774,331,557 -774,331,557

    貸付金・基金等の減少 -602,946,634 602,946,634

  資産評価差額 18,645,815 18,645,815

  無償所管換等 1,430,770,640 1,430,770,640

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 246,851,545 1,087,170,357 -840,318,812

本年度末純資産残高 57,229,353,285 79,744,847,098 -22,515,493,813

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

自治体名：能登町

会計：一般会計等 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,980,778,269

    業務費用支出 4,946,408,535

      人件費支出 2,074,739,787

      物件費等支出 2,725,813,917

      支払利息支出 124,350,169

      その他の支出 21,504,662

    移転費用支出 5,034,369,734

      補助金等支出 2,551,713,048

      社会保障給付支出 1,076,894,828

      他会計への繰出支出 1,280,751,816

      その他の支出 125,010,042

  業務収入 11,724,575,235

    税収等収入 9,968,905,887

    国県等補助金収入 1,269,377,160

    使用料及び手数料収入 359,246,132

    その他の収入 127,046,056

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 128,345,134

業務活動収支 1,872,142,100

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,761,754,114

    公共施設等整備費支出 2,987,739,005

    基金積立金支出 668,329,978

    投資及び出資金支出 105,685,131

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 974,332,736

    国県等補助金収入 366,838,960

    基金取崩収入 598,152,302

    貸付金元金回収収入 150,000

    資産売却収入 9,191,474

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,787,421,378

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,635,636,431

    地方債償還支出 2,635,636,431

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,588,200,000

    地方債発行収入 3,588,200,000

前年度末歳計外現金残高 74,425,973

本年度歳計外現金増減額 47,406,395

本年度末歳計外現金残高 121,832,368

本年度末現金預金残高 560,505,434

    その他の収入 -

財務活動収支 952,563,569

本年度資金収支額 37,284,291

前年度末資金残高 401,388,775

本年度末資金残高 438,673,066


