
【様式第1号】

自治体名：江府町

会計：全体会計 （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 22,537,453   固定負債 7,865,347

    有形固定資産 21,780,879     地方債等 6,449,353

      事業用資産 4,639,253     長期未払金 -

        土地 787,043     退職手当引当金 20,953

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,083

        建物 8,425,036     その他 1,391,959

        建物減価償却累計額 -4,733,264   流動負債 696,032

        工作物 415,306     １年内償還予定地方債等 620,273

        工作物減価償却累計額 -257,558     未払金 14,717

        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 48,818

        航空機 -     預り金 4,619

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,605

        その他 - 負債合計 8,561,379

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,689   固定資産等形成分 23,630,786

      インフラ資産 16,684,725   余剰分（不足分） -8,344,161

        土地 311,145   他団体出資等分 -

        建物 496,286

        建物減価償却累計額 -374,751

        工作物 39,907,829

        工作物減価償却累計額 -23,718,533

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 62,749

      物品 3,036,625

      物品減価償却累計額 -2,579,725

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 756,574

      投資及び出資金 97,033

        有価証券 51,400

        出資金 45,633

        その他 -

      長期延滞債権 28,599

      長期貸付金 -

      基金 631,852

        減債基金 -

        その他 631,852

      その他 -

      徴収不能引当金 -910

  流動資産 1,310,551

    現金預金 203,859

    未収金 13,596

    短期貸付金 363

    基金 1,092,970

      財政調整基金 1,003,388

      減債基金 89,582

    棚卸資産 98

    その他 -

    徴収不能引当金 -334

  繰延資産 - 純資産合計 15,286,625

資産合計 23,848,004 負債及び純資産合計 23,848,004

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：江府町

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 826

    その他 4,852

純行政コスト 4,334,994

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,049

  臨時利益 5,679

  臨時損失 175,983

    災害復旧事業費 91,697

    資産除売却損 82,237

    使用料及び手数料 129,379

    その他 339,170

純経常行政コスト 4,164,689

      社会保障給付 203,692

      その他 4,215

  経常収益 468,548

        その他 61,718

    移転費用 1,696,435

      補助金等 1,488,528

      その他の業務費用 142,054

        支払利息 79,224

        徴収不能引当金繰入額 1,111

        維持補修費 93,196

        減価償却費 987,054

        その他 -

        その他 47,002

      物件費等 1,935,494

        物件費 855,244

        職員給与費 763,436

        賞与等引当金繰入額 48,818

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,633,238

    業務費用 2,936,803

      人件費 859,255

連結行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：江府町

会計：全体会計 （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 15,983,624 24,403,274 -8,419,650 -

  純行政コスト（△） -4,334,994 -4,334,994 -

  財源 3,671,416 3,671,416 -

    税収等 2,536,436 2,536,436 -

    国県等補助金 1,134,979 1,134,979 -

  本年度差額 -663,578 -663,578 -

  固定資産等の変動（内部変動） -740,621 740,621

    有形固定資産等の増加 360,182 -360,182

    有形固定資産等の減少 -1,074,323 1,074,323

    貸付金・基金等の増加 17,145 -17,145

    貸付金・基金等の減少 -43,625 43,625

  資産評価差額 15 15

  無償所管換等 - -

  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 -33,435 -31,881 -1,554

  本年度純資産変動額 -696,998 -772,487 75,489 -

本年度末純資産残高 15,286,625 23,630,786 -8,344,161 -

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：江府町

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 4,919

本年度歳計外現金増減額 -300

本年度末歳計外現金残高 4,619

本年度末現金預金残高 203,859

財務活動収支 -31,377

本年度資金収支額 -72,525

前年度末資金残高 271,765

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 199,240

    地方債等償還支出 610,861

    その他の支出 2,601

  財務活動収入 582,084

    地方債等発行収入 551,489

    その他の収入 30,595

    資産売却収入 5,859

    その他の収入 10,088

投資活動収支 -268,225

【財務活動収支】

  財務活動支出 613,461

    その他の支出 -

  投資活動収入 101,816

    国県等補助金収入 52,194

    基金取崩収入 32,832

    貸付金元金回収収入 843

  投資活動支出 370,041

    公共施設等整備費支出 359,124

    基金積立金支出 10,917

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 91,697

    その他の支出 2,049

  臨時収入 30,064

業務活動収支 227,077

【投資活動収支】

    税収等収入 2,490,699

    国県等補助金収入 1,042,336

    使用料及び手数料収入 123,733

    その他の収入 277,594

  臨時支出 93,746

    移転費用支出 1,698,301

      補助金等支出 1,488,528

      社会保障給付支出 203,692

      その他の支出 6,081

  業務収入 3,934,361

    業務費用支出 1,945,301

      人件費支出 846,580

      物件費等支出 958,293

      支払利息支出 79,224

      その他の支出 61,203

連結資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,643,602


