
【様式第1号】

自治体名：能登町

会計：全体会計 （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 86,127,379,522  固定負債 29,529,004,725

    有形固定資産 79,826,901,531    地方債等 23,407,730,412

      事業用資産 24,678,168,241    長期未払金 -

        土地 4,578,040,829    退職手当引当金 2,220,390,282

        土地減損損失累計額 -    損失補償等引当金 -

        立木竹 -    その他 3,900,884,031

        立木竹減損損失累計額 -  流動負債 3,296,470,115

        建物 46,914,889,496    １年内償還予定地方債等 2,575,551,873

        建物減価償却累計額 -27,887,912,092    未払金 366,973,167

        建物減損損失累計額 -    未払費用 -

        工作物 397,991,826    前受金 -

        工作物減価償却累計額 -8,702,827    前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -    賞与等引当金 206,823,008

        船舶 19,692,759    預り金 138,307,683

        船舶減価償却累計額 -1,654,191    その他 8,814,384

        船舶減損損失累計額 -負債合計 32,825,474,840

        浮標等 26,630,800【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -24,513,999  固定資産等形成分 90,006,975,064

        浮標等減損損失累計額 -  余剰分（不足分） -30,342,228,079

        航空機 -  他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 663,705,640

      インフラ資産 53,816,181,799

        土地 162,221,437

        土地減損損失累計額 -

        建物 998,531,849

        建物減価償却累計額 -633,166,207

        建物減損損失累計額 -

        工作物 147,147,450,650

        工作物減価償却累計額 -95,648,345,579

        工作物減損損失累計額 -

        その他 5,652,950,458

        その他減価償却累計額 -3,864,180,569

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 719,760

      物品 5,321,831,829

      物品減価償却累計額 -3,989,280,338

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,836,985,682

      ソフトウェア 79,336,528

      その他 1,757,649,154

    投資その他の資産 4,463,492,309

      投資及び出資金 323,854,927

        有価証券 -

        出資金 323,854,927

        その他 -

      長期延滞債権 252,041,081

      長期貸付金 163,613,528

      基金 3,744,359,727

        減債基金 -

        その他 3,744,359,727

      その他 76,023,864

      徴収不能引当金 -96,400,818

  流動資産 6,362,842,303

    現金預金 1,855,810,025

    未収金 611,532,752

    短期貸付金 -

    基金 3,879,595,542

      財政調整基金 3,238,136,335

      減債基金 641,459,207

    棚卸資産 16,936,907

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,032,923

  繰延資産 -純資産合計 59,664,746,985

資産合計 92,490,221,825負債及び純資産合計 92,490,221,825

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：能登町

会計：全体会計 （単位：円）

　　 他会計への繰出金

連結行政コスト計算書
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 21,086,794,894

    業務費用 11,760,870,197

      人件費 3,616,471,987

        職員給与費 2,532,901,736

        賞与等引当金繰入額 138,235,949

        退職手当引当金繰入額 268,638,605

        その他 676,695,697

      物件費等 7,794,358,804

        物件費 3,057,764,376

        維持補修費 601,315,102

        減価償却費 4,127,907,553

        その他 7,371,773

      その他の業務費用 350,039,406

        支払利息 199,549,825

        徴収不能引当金繰入額 4,543,480

        その他 145,946,101

    移転費用 9,325,924,697

      補助金等 7,567,372,526

      社会保障給付 1,079,349,828

      その他 125,035,542

  経常収益 3,139,959,028

554,166,801

    使用料及び手数料 2,824,160,735

    その他 315,798,293

純経常行政コスト 17,946,835,866

  臨時損失 63,849,626

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 49,324,906

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 14,524,720

  臨時利益 9,754,299

    資産売却益 8,841,919

    その他 912,380

純行政コスト 18,000,931,193



【様式第3号】

自治体名：能登町

会計：全体会計 （単位：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 60,433,709,789 87,376,827,059 -26,943,117,270 -

  純行政コスト（△） -18,000,931,193 -18,000,931,193 -

  財源 16,952,272,921 16,952,272,921 -

    税収等 13,506,659,706 13,506,659,706 -

    国県等補助金 3,445,613,215 3,445,613,215 -

  本年度差額 -1,048,658,272 -1,048,658,272 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,652,573,288 -2,652,573,288

    有形固定資産等の増加 7,141,143,585 -7,141,143,585

    有形固定資産等の減少 -4,531,509,180 4,531,509,180

    貸付金・基金等の増加 691,121,498 -691,121,498

    貸付金・基金等の減少 -648,182,615 648,182,615

  資産評価差額 18,645,815 18,645,815

  無償所管換等 -41,071,098 -41,071,098

  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 302,120,751 - 302,120,751

  本年度純資産変動額 -768,962,804 2,630,148,005 -3,399,110,809 -

本年度末純資産残高 59,664,746,985 90,006,975,064 -30,342,228,079 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 17,279,791,276

    業務費用支出 7,953,866,579

      人件費支出 3,595,512,491

      物件費等支出 3,873,512,164

      支払利息支出 199,549,825

      その他の支出 285,292,099

    移転費用支出 9,325,924,697

      補助金等支出 7,567,372,526

      社会保障給付支出 1,079,349,828

      その他の支出 125,035,542

  業務収入 19,537,850,253

    税収等収入 13,508,863,041

    国県等補助金収入 2,950,429,121

    使用料及び手数料収入 2,658,506,389

    その他の収入 420,051,702

  臨時支出 3,100,876

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 3,100,876

  臨時収入 128,345,134

業務活動収支 2,383,303,235

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,089,915,044

    公共施設等整備費支出 3,384,002,406

    基金積立金支出 674,626,071

    投資及び出資金支出 10,000,000

    貸付金支出 21,286,567

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,287,862,512

    国県等補助金収入 427,238,960

    基金取崩収入 634,109,689

    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 217,172,389

投資活動収支 -2,802,052,532

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,161,868,568

    地方債等償還支出 3,161,868,568

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,802,407,122

    地方債等発行収入 3,791,100,000

    その他の収入 11,307,122

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 1,855,810,025

財務活動収支 640,538,554

本年度資金収支額 221,789,257

前年度末資金残高 1,512,188,400

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,733,977,657


