
【様式第1号】

自治体名：江府町

会計：一般会計等 （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 17,658,182   固定負債 3,415,548

    有形固定資産 16,958,262     地方債 3,395,275

      事業用資産 4,092,388     長期未払金 -

        土地 787,043     退職手当引当金 16,595

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,083

        建物 7,752,474     その他 595

        建物減価償却累計額 -4,604,671   流動負債 405,814

        工作物 384,331     １年内償還予定地方債 363,701

        工作物減価償却累計額 -229,479     未払金 -

        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 37,619

        航空機 -     預り金 3,504

        航空機減価償却累計額 -     その他 990

        その他 - 負債合計 3,821,362

        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 18,647,108

      インフラ資産 12,787,461   余剰分（不足分） -3,715,282

        土地 311,049

        建物 166,478

        建物減価償却累計額 -163,232

        工作物 33,610,941

        工作物減価償却累計額 -21,163,402

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,626

      物品 924,761

      物品減価償却累計額 -846,347

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 699,920

      投資及び出資金 203,186

        有価証券 51,400

        出資金 45,633

        その他 106,153

      投資損失引当金 -67,216

      長期延滞債権 17,867

      長期貸付金 -

      基金 546,336

        減債基金 -

        その他 546,336

      その他 -

      徴収不能引当金 -254

  流動資産 1,095,005

    現金預金 103,954

    未収金 2,168

    短期貸付金 363

    基金 988,562

      財政調整基金 898,980

      減債基金 89,582

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -42 純資産合計 14,931,825

資産合計 18,753,187 負債及び純資産合計 18,753,187

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：一般会計等 （単位：千円）

    その他 4,852

純行政コスト 3,363,284

    その他 -

  臨時利益 5,679

    資産売却益 826

    資産除売却損 82,237

    投資損失引当金繰入額 67,216

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,127,813

  臨時損失 241,150

    災害復旧事業費 91,697

  経常収益 148,404

    使用料及び手数料 22,270

    その他 126,134

      社会保障給付 203,692

      他会計への繰出金 177,669

      その他 1,247

        その他 14,277

    移転費用 1,070,635

      補助金等 688,026

      その他の業務費用 36,560

        支払利息 22,027

        徴収不能引当金繰入額 256

        維持補修費 64,642

        減価償却費 792,627

        その他 -

        その他 46,900

      物件費等 1,527,764

        物件費 670,495

        職員給与費 556,739

        賞与等引当金繰入額 37,619

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,276,217

    業務費用 2,205,582

      人件費 641,259

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：一般会計等 （単位：千円）

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 15,573,022 19,413,511 -3,840,489

  純行政コスト（△） -3,363,284 -3,363,284

  財源 2,755,508 2,755,508

    税収等 2,188,928 2,188,928

    国県等補助金 566,580 566,580

  本年度差額 -607,776 -607,776

  固定資産等の変動（内部変動） -734,537 734,537

    有形固定資産等の増加 95,474 -95,474

    有形固定資産等の減少 -879,896 879,896

    貸付金・基金等の増加 121,825 -121,825

    貸付金・基金等の減少 -71,940 71,940

  資産評価差額 15 15

  無償所管換等 - -

  その他 -33,435 -31,881 -1,554

  本年度純資産変動額 -641,197 -766,403 125,206

本年度末純資産残高 14,931,825 18,647,108 -3,715,282

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：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 4,396

本年度歳計外現金増減額 -892

本年度末歳計外現金残高 3,504

本年度末現金預金残高 103,954

    その他の収入 -

財務活動収支 -136,971

本年度資金収支額 -63,647

前年度末資金残高 164,096

本年度末資金残高 100,450

  財務活動支出 385,831

    地方債償還支出 383,231

    その他の支出 2,601

  財務活動収入 248,860

    地方債発行収入 248,860

    貸付金元金回収収入 843

    資産売却収入 5,859

    その他の収入 9,790

投資活動収支 -174,729

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 36,621

    国県等補助金収入 16,297

    基金取崩収入 3,832

【投資活動収支】

  投資活動支出 211,350

    公共施設等整備費支出 94,417

    基金積立金支出 10,780

    投資及び出資金支出 106,153

  臨時支出 91,697

    災害復旧事業費支出 91,697

    その他の支出 -

  臨時収入 30,064

業務活動収支 248,054

  業務収入 2,791,999

    税収等収入 2,178,940

    国県等補助金収入 520,218

    使用料及び手数料収入 22,421

    その他の収入 70,420

    移転費用支出 1,070,635

      補助金等支出 688,026

      社会保障給付支出 203,692

      他会計への繰出支出 177,669

      その他の支出 1,247

    業務費用支出 1,411,678

      人件費支出 640,654

      物件費等支出 735,137

      支払利息支出 22,027

      その他の支出 13,860

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 2,482,312


