
平成 26年度

東みよし町連結財務諸表

（概要）

連結対象

一 般 会 計

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

水 道 事 業 特 別 会 計

簡易水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計

徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合

徳島県市町村総合事務組合（一般会計）

徳島県市町村総合事務組合（特別会計）

三好東部火葬場管理組合

みよし広域連合

徳島県後期高齢者医療広域連合

土地開発公社

吉野川オアシス株式会社



（単位：千円）

１　公共資産 １　固定負債

　（１）有形固定資産 42,988,724 　（１）地方公共団体 10,871,164

　（２）無形固定資産 23,266 　（２）関係団体 104,593

　（３）売却可能資産 199,087 　（３）長期未払金 184,160

　公共資産合計 43,211,077 　（４）引当金 2,087,166

２　投資等 　（５）その他 0

　（１）投資及び出資金 263,280 　固定負債合計 13,247,083

　（２）貸付金 20,886

　（３）基金等 2,370,729 ２　流動負債

　（４）長期延滞債権 149,131 　（１）翌年度償還予定額 1,124,063

　（５）その他 9,501 　（２）短期借入金 0

　（６）回収不能見込額 △ 8,924 　（３）未払金 37,226

　投資等合計 2,804,603 　（４）翌年度支払予定退職手当 2,442

３　流動資産 　（５）賞与引当金 97,049

　（１）資金 5,775,692 　（６）その他 26,403

　（２）未収金 79,883 　流動負債合計 1,287,183

　（３）販売用不動産 0

　（４）その他 31,005 負債合計 14,534,266

　（５）回収不能見込額 △ 386

　流動資産合計 5,886,194

４　繰延勘定 0 　純資産合計 37,367,608

資産合計 51,901,874 負債・純資産合計 51,901,874

純資産の部

連結貸借対照表

（平成27年3月31日現在）

借方 貸方

資産の部 負債の部

【貸借対照表】 

町が住民サービスを提供するために保有
している資産と、その資産をどのような
財源で賄ってきたかを総括的に対照表示
した財務諸表 

現在行政目的のた
めに使用されてい
ない資産額 

特定の目的のため
に貯めている積立

1年以上回収され

ていない町税等の

債権 

平成26年度中に回
収されなかった町
税等の債権 

現在町が住民サー
ビスを提供するた
めに保有している
資産の総額 
 

平成28年度以降に
返済する予定の借
金残高 

平成28年度以降に

支払う予定の債務

残高 

平成26年度末時
点における、特別
職を含む全職員に
将来支給すべき退
職手当 

平成27年度に返済

する予定の借金残

高 

平成27年度に支払

う予定の債務残高 
 

資産形成のために
発行した借金の残
額【将来世代の負
担となる額】 

資産形成のためす
でに支払った額
【現世代が負担し
てきた額】 

現在行政目的のた
めに使用されてい
る資産額 



（単位：千円）

経常行政コスト 12,474,264

１　人にかかるコスト 1,798,994

　（１）人件費 1,610,905

　（２）退職手当引当金繰入等 103,226

　（３）賞与引当金繰入額 84,863

２　物にかかるコスト 3,289,002

　（１）物件費 1,482,735

　（２）維持補修費 99,514

　（３）減価償却費 1,706,753

３　移転支出的なコスト 6,937,902

　（１）社会保障給付費 3,624,172

　（２）補助金等 3,188,998

　（３）他会計等への支出金 0

　（４）他団体への公共資産整備補助金等 124,732

４　その他のコスト 448,366

　（１）支払利息 137,264

　（２）回収不能見込計上額 22,451

　（３）その他行政コスト 288,651

経常収益 4,378,009

１　使用料・手数料等 163,171

２　分担金・負担金・寄附金 2,755,195

３　保険料 638,927

４　事業収益 807,206

５　その他特定行政サービス収入 13,510

純経常行政コスト（経常行政コスト－経常収益） 8,096,255

連結行政コスト計算書

（自　平成26年4月1日　　至　平成27年3月31日）
【行政コスト計算書】 

平成26年度の行政活動のう
ち、福祉活動やごみの収集
といった資産形成に結びつ
かない行政サービスにかか
る経費と、その行政サービ
スの直接の対価として得ら
れた財源を対比させた財務
諸表 

資産形成に結びつかない1年
間の行政サービスを提供する
ために要した経費 

保険料や水道料金、施設利用
料など主に行政サービス提供
の過程で得られた受益者負担

経費から受益者負担を差し引
いた額【町税や地方交付税と
いった一般財源等で賄わなけ
ればならないコスト】 

 



（単位：千円）

期首純資産残高 36,899,938

１　純経常行政コスト △ 8,096,255

２　一般財源

　（１）地方税 1,283,395

　（２）地方交付税 3,748,005

　（３）その他行政コスト充当財源 1,796,612

３　補助金等受入 1,940,897

４　臨時損益 △ 22,508

５　出資の受入・新規設立 0

６　資産評価替えによる変動額 △ 184,528

７　無償受贈資産受入 △ 128

８　その他 128

９　経費負担割合変更に伴う差額 2,052

期末純資産残高 37,367,608

連結純資産変動計算書

（自　平成26年4月1日　　至　平成27年3月31日）
【純資産変動計算書】 

貸借対照表上の純資産合計が

1年間でどのように変動した

かを表している財務諸表 
 平成26年度当初時点の純資産

残高 

平成26年度末時点の純資産

残高 

 

純資産は1年間で4億6,267万

円増加しました。 
 



（単位：千円）

経常的収支の部

支出合計 10,764,192

収入合計 13,203,980

経常的収支額 2,439,788

公共資産整備収支の部

支出合計 1,919,912

収入合計 1,391,806

公共資産整備収支額 △ 528,106

投資・財務的収支の部

支出合計 1,402,254

収入合計 88,520

投資・財務的収支の額 △ 1,313,734

翌年度繰上充用金増減額 0

当年度資金増減額 597,948

期首資金残高 5,182,341

経費負担割合変更に伴う差額 △ 4,597

期末資金残高 5,775,692

連結資金収支計算書

（自　平成26年4月1日　　至　平成27年3月31日）

【資金収支計算書】 

現金の出入りの情報を3つの

区分に分けて表示した財務諸

表 

財政調整基金、減債基金、歳

計現金といった現金・預金残

高が、平成26年度中に5億

9,794万8千円増加していること

がわかります。 

日常の行政サービスを行うに
あたって必要な収支 

 

公共資産の整備を行うにあ
たって必要な収支 

 

経常的収支や公共資産整備収
支以外の収支 

 


