
【様式第1号】

自治体名：能登町

会計：連結会計 （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 88,197,727,990  固定負債 29,552,168,290

    有形固定資産 81,711,730,384    地方債等 23,414,124,772

      事業用資産 26,011,527,975    長期未払金 -

        土地 4,642,896,496    退職手当引当金 2,237,159,487

        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 3,456,906,572

        建物 48,898,376,707    １年内償還予定地方債等 2,631,746,784

        建物減価償却累計額 -28,725,794,092    未払金 466,535,395

        建物減損損失累計額 -    未払費用 -

        工作物 935,910,072    前受金 106,500

        工作物減価償却累計額 -423,749,442    前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -    賞与等引当金 209,347,160

        船舶 19,692,759    預り金 140,284,379

        船舶減価償却累計額 -1,654,191    その他 8,886,354

        船舶減損損失累計額 -負債合計 33,009,074,862

        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 92,123,337,137

        浮標等減損損失累計額 -  余剰分（不足分） -30,197,815,549

        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 82,375

        その他減価償却累計額 -55,150

        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 7,806,995,882

      物品減価償却累計額 -5,922,975,272

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,837,134,257

      ソフトウェア 79,342,303

      その他 1,757,791,954

    投資その他の資産 4,648,863,349

      投資及び出資金 356,095,327

        有価証券 -

        出資金 356,095,327

        その他 -

      長期延滞債権 252,073,675

      長期貸付金 163,613,528

      基金 3,878,521,619

        減債基金 -

        その他 3,878,521,619

      その他 94,965,043

      徴収不能引当金 -96,405,843

  流動資産 6,736,868,460

    現金預金 2,145,191,458

    未収金 629,251,157

    短期貸付金 -

    基金 3,925,609,147

      財政調整基金 3,284,149,940

      減債基金 641,459,207

    棚卸資産 24,812,116

    その他 13,109,102

    徴収不能引当金 -1,104,520

  繰延資産 -純資産合計 61,925,521,588

資産合計 94,934,596,450負債及び純資産合計 94,934,596,450

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：連結会計 （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 25,989,081,763

    業務費用 13,743,445,911

      人件費 4,387,173,300

        職員給与費 3,155,573,093

        賞与等引当金繰入額 203,862,479

        退職手当引当金繰入額 269,739,284

        その他 757,998,444

      物件費等 8,941,807,482

        物件費 3,929,449,108

        維持補修費 627,372,548

        減価償却費 4,377,612,993

        その他 7,372,833

      その他の業務費用 414,465,129

        支払利息 201,943,410

        徴収不能引当金繰入額 4,544,904

        その他 207,976,815

    移転費用 12,245,635,852

      補助金等 6,660,971,330

      社会保障給付 1,086,067,807

      その他 3,944,429,914

  経常収益 4,701,039,970

554,166,801

    使用料及び手数料 2,827,993,179

    その他 1,873,046,791

純経常行政コスト 21,288,041,793

  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 24,176,271

    資産売却益 10,061,877

    その他 14,114,394

純行政コスト 21,327,715,148



【様式第3号】

自治体名：能登町

会計：連結会計 （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 62,110,727,362 89,071,510,983 -26,960,783,621 -

  純行政コスト（△） -21,327,715,148 -21,327,715,148 -

  財源 20,339,864,650 20,339,864,650 -

    税収等 14,598,063,703 14,598,063,703 -

    国県等補助金 5,741,800,947 5,741,800,947 -

  本年度差額 -987,850,498 -987,850,498 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,483,578,254 -2,483,578,254

    有形固定資産等の増加 7,201,285,854 -7,201,285,854

    有形固定資産等の減少 -4,779,019,617 4,779,019,617

    貸付金・基金等の増加 717,603,658 -717,603,658

    貸付金・基金等の減少 -656,291,641 656,291,641

  資産評価差額 18,645,815 18,645,815

  無償所管換等 -41,031,726 -41,031,726

  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 2,725,415 5,337,079 -2,611,664 -

  その他 822,305,220 585,296,732 237,008,488

  本年度純資産変動額 -185,205,774 3,051,826,154 -3,237,031,928 -

本年度末純資産残高 61,925,521,588 92,123,337,137 -30,197,815,549 -

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：連結会計 （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 21,894,075,633

    業務費用支出 9,648,437,757

      人件費支出 4,369,621,058

      物件費等支出 4,739,501,985

      支払利息支出 201,943,410

      その他の支出 337,371,304

    移転費用支出 12,245,637,876

      補助金等支出 6,660,971,330

      社会保障給付支出 1,086,067,807

      その他の支出 3,944,431,938

  業務収入 24,375,686,427

    税収等収入 15,040,545,930

    国県等補助金収入 5,235,994,839

    使用料及び手数料収入 2,662,338,833

    その他の収入 1,436,806,825

  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 141,514,244

業務活動収支 2,620,024,162

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,177,940,790

    公共施設等整備費支出 3,450,030,065

    基金積立金支出 696,624,158

    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 1,333,686,051

    国県等補助金収入 439,736,960

    基金取崩収入 642,003,270

    貸付金元金回収収入 150,000

    資産売却収入 10,411,432

    その他の収入 241,384,389

投資活動収支 -2,844,254,739

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,371,935,920

    地方債等償還支出 3,371,935,920

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,850,315,922

    地方債等発行収入 3,800,234,800

    その他の収入 50,081,122

前年度末歳計外現金残高 76,193,630

本年度歳計外現金増減額 47,709,682

本年度末歳計外現金残高 123,903,312

本年度末現金預金残高 2,145,191,458

財務活動収支 478,380,002

本年度資金収支額 254,149,425

前年度末資金残高 1,761,511,660

比例連結割合変更に伴う差額 5,627,061

本年度末資金残高 2,021,288,146


