
【様式第1号】

自治体名：江府町

会計：連結会計 （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 23,984,518   固定負債 8,697,162

    有形固定資産 22,783,720     地方債等 6,736,550

      事業用資産 5,569,982     長期未払金 -

        土地 840,417     退職手当引当金 521,850

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,769,363     その他 1,438,762

        建物減価償却累計額 -5,258,849   流動負債 775,078

        工作物 634,258     １年内償還予定地方債等 663,635

        工作物減価償却累計額 -419,088     未払金 38,350

        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 59,588

        航空機 -     預り金 5,299

        航空機減価償却累計額 -     その他 8,206

        その他 1,192 負債合計 9,472,240

        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 25,083,894

      インフラ資産 16,684,725   余剰分（不足分） -9,063,901

        土地 311,145   他団体出資等分 21,814

        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 3,243,709

      物品減価償却累計額 -2,714,696

    無形固定資産 517

      ソフトウェア 21

      その他 495

    投資その他の資産 1,200,281

      投資及び出資金 38,293

        有価証券 2,650

        出資金 35,643

        その他 -

      長期延滞債権 28,627

      長期貸付金 -

      基金 1,134,262

        減債基金 -

        その他 1,134,262

      その他 10

      徴収不能引当金 -910

  流動資産 1,529,531

    現金預金 391,431

    未収金 34,656

    短期貸付金 5,847

    基金 1,093,529

      財政調整基金 1,003,947

      減債基金 89,582

    棚卸資産 3,352

    その他 1,126

    徴収不能引当金 -411

  繰延資産 - 純資産合計 16,041,808

資産合計 25,514,048 負債及び純資産合計 25,514,048

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 842

    その他 1,775

純行政コスト 5,213,065

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 8,268

  臨時利益 2,617

  臨時損失 182,729

    災害復旧事業費 91,697

    資産除売却損 82,763

    使用料及び手数料 253,915

    その他 460,627

純経常行政コスト 5,032,954

      社会保障給付 203,692

      その他 8,981

  経常収益 714,541

        その他 113,563

    移転費用 2,329,313

      補助金等 2,116,640

      その他の業務費用 196,935

        支払利息 82,260

        徴収不能引当金繰入額 1,111

        維持補修費 105,394

        減価償却費 1,058,803

        その他 -

        その他 48,540

      物件費等 2,136,653

        物件費 972,456

        職員給与費 960,759

        賞与等引当金繰入額 59,588

        退職手当引当金繰入額 15,708

  経常費用 5,747,495

    業務費用 3,418,182

      人件費 1,084,595

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：連結会計 （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 16,761,465 25,897,416 -9,155,117 19,166

  純行政コスト（△） -5,213,065 -5,215,713 2,648

  財源 4,530,628 4,530,628 -

    税収等 2,969,105 2,969,105 -

    国県等補助金 1,561,523 1,561,523 -

  本年度差額 -682,437 -685,085 2,648

  固定資産等の変動（内部変動） -775,682 775,682

    有形固定資産等の増加 389,939 -389,939

    有形固定資産等の減少 -1,134,167 1,134,167

    貸付金・基金等の増加 20,754 -20,754

    貸付金・基金等の減少 -52,208 52,208

  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 -3,799 -15,899 12,100 -

  その他 -33,435 -21,955 -11,480

  本年度純資産変動額 -719,657 -813,521 91,216 2,648

本年度末純資産残高 16,041,808 25,083,894 -9,063,901 21,814

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 5,275

本年度歳計外現金増減額 -326

本年度末歳計外現金残高 4,949

本年度末現金預金残高 391,431

財務活動収支 -45,263

本年度資金収支額 -67,810

前年度末資金残高 454,833

比例連結割合変更に伴う差額 -541

本年度末資金残高 386,482

    地方債等償還支出 664,538

    その他の支出 2,609

  財務活動収入 621,884

    地方債等発行収入 572,549

    その他の収入 49,335

    資産売却収入 5,875

    その他の収入 11,831

投資活動収支 -288,342

【財務活動収支】

  財務活動支出 667,147

    その他の支出 -

  投資活動収入 132,920

    国県等補助金収入 62,291

    基金取崩収入 52,080

    貸付金元金回収収入 843

  投資活動支出 421,262

    公共施設等整備費支出 393,054

    基金積立金支出 23,884

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,324

    災害復旧事業費支出 91,697

    その他の支出 8,268

  臨時収入 31,839

業務活動収支 265,795

【投資活動収支】

    税収等収入 2,916,563

    国県等補助金収入 1,466,838

    使用料及び手数料収入 243,308

    その他の収入 398,199

  臨時支出 99,965

    移転費用支出 2,331,333

      補助金等支出 2,116,640

      社会保障給付支出 203,692

      その他の支出 11,001

  業務収入 5,024,908

    業務費用支出 2,359,654

      人件費支出 1,076,226

      物件費等支出 1,088,120

      支払利息支出 82,260

      その他の支出 113,048

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 4,690,987


