
【様式第1号】

自治体名：阿武町

会計：全体会計 （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 21,185,293,351   固定負債 2,336,287,143

    有形固定資産 19,266,134,115     地方債等 2,011,278,143

      事業用資産 8,366,529,300     長期未払金 -

        土地 1,102,163,358     退職手当引当金 325,009,000

        立木竹 208,257,499     損失補償等引当金 -

        建物 12,692,346,932     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,015,968,970   流動負債 332,219,469

        工作物 462,833,018     １年内償還予定地方債等 284,947,351

        工作物減価償却累計額 -106,686,933     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 40,497,227

        航空機 -     預り金 6,774,891

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 6,364,050 負債合計 2,668,506,612

        その他減価償却累計額 -910,054 【純資産の部】

        建設仮勘定 18,130,400   固定資産等形成分 21,683,275,147

      インフラ資産 10,712,234,027   余剰分（不足分） -2,026,471,193

        土地 1,709,056,088   他団体出資等分 -

        建物 24,192,000

        建物減価償却累計額 -1,526,796

        工作物 20,970,310,012

        工作物減価償却累計額 -12,097,774,562

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 107,977,285

      物品 777,364,217

      物品減価償却累計額 -589,993,429

    無形固定資産 25,912,530

      ソフトウェア 25,912,530

      その他 -

    投資その他の資産 1,893,246,706

      投資及び出資金 54,480,552

        有価証券 4,000,000

        出資金 50,480,552

        その他 -

      長期延滞債権 15,847,084

      長期貸付金 -

      基金 1,823,569,841

        減債基金 -

        その他 1,823,569,841

      その他 -

      徴収不能引当金 -650,771

  流動資産 1,140,017,215

    現金預金 524,150,848

    未収金 8,147,997

    短期貸付金 -

    基金 497,981,796

      財政調整基金 497,163,008

      減債基金 818,788

    棚卸資産 110,184,066

    その他 -

    徴収不能引当金 -447,492

  繰延資産 - 純資産合計 19,656,803,954

資産合計 22,325,310,566 負債及び純資産合計 22,325,310,566

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：阿武町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 3,073,014

    その他 -

純行政コスト 3,899,090,861

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 3,073,014

  臨時損失 29,042,068

    災害復旧事業費 16,709,760

    資産除売却損 12,332,308

    使用料及び手数料 162,695,087

    その他 91,222,981

純経常行政コスト 3,873,121,807

      社会保障給付 247,416,345

      その他 14,319,320

  経常収益 253,918,068

        その他 54,296,946

    移転費用 1,894,663,974

      補助金等 1,632,928,309

      その他の業務費用 81,752,101

        支払利息 26,356,892

        徴収不能引当金繰入額 1,098,263

        維持補修費 37,860,013

        減価償却費 801,152,467

        その他 -

        その他 46,543,602

      物件費等 1,595,054,670

        物件費 756,042,190

        職員給与費 468,528,301

        賞与等引当金繰入額 40,497,227

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,127,039,875

    業務費用 2,232,375,901

      人件費 555,569,130

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：阿武町

会計：全体会計 （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 19,753,781,052 21,841,228,067 -2,087,447,015 -

  純行政コスト（△） -3,899,090,861 -3,899,090,861 -

  財源 3,802,113,765 3,802,113,765 -

    税収等 2,521,128,465 2,521,128,465 -

    国県等補助金 1,280,985,300 1,280,985,300 -

  本年度差額 -96,977,096 -96,977,096 -

  固定資産等の変動（内部変動） -157,952,920 157,952,920

    有形固定資産等の増加 558,537,262 -558,537,262

    有形固定資産等の減少 -801,152,470 801,152,470

    貸付金・基金等の増加 131,999,087 -131,999,087

    貸付金・基金等の減少 -47,336,799 47,336,799

  資産評価差額 - -

  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 -2 - -2

  本年度純資産変動額 -96,977,098 -157,952,920 60,975,822 -

本年度末純資産残高 19,656,803,954 21,683,275,147 -2,026,471,193 -

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：阿武町

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 9,230,816

本年度歳計外現金増減額 -2,455,925

本年度末歳計外現金残高 6,774,891

本年度末現金預金残高 524,150,848

財務活動収支 -76,335,415

本年度資金収支額 -5,196,567

前年度末資金残高 522,572,524

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 517,375,957

    地方債等償還支出 281,135,415

    その他の支出 -

  財務活動収入 204,800,000

    地方債等発行収入 204,800,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 36,950,014

    その他の収入 -

投資活動収支 -392,593,939

【財務活動収支】

  財務活動支出 281,135,415

    その他の支出 -

  投資活動収入 272,315,340

    国県等補助金収入 213,568,000

    基金取崩収入 21,439,326

    貸付金元金回収収入 358,000

  投資活動支出 664,909,279

    公共施設等整備費支出 558,537,262

    基金積立金支出 106,014,017

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 358,000

    災害復旧事業費支出 16,709,760

    その他の支出 -

  臨時収入 11,703,916

業務活動収支 463,732,787

【投資活動収支】

    税収等収入 2,520,329,304

    国県等補助金収入 1,055,713,384

    使用料及び手数料収入 162,131,057

    その他の収入 75,155,436

  臨時支出 16,709,760

    移転費用支出 1,894,663,974

      補助金等支出 1,632,928,309

      社会保障給付支出 247,416,345

      その他の支出 14,319,320

  業務収入 3,813,329,181

    業務費用支出 1,449,926,576

      人件費支出 554,298,273

      物件費等支出 815,941,203

      支払利息支出 26,356,892

      その他の支出 53,330,208

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 3,344,590,550


