
【様式第1号】

自治体名：阿武町

会計：一般会計等 （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 17,315,092,303   固定負債 1,912,772,095

    有形固定資産 15,194,984,907     地方債 1,524,544,095

      事業用資産 8,151,969,807     長期未払金 -

        土地 1,104,631,022     退職手当引当金 388,228,000

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

        建物 12,782,437,902     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,337,404,989   流動負債 263,744,012

        工作物 506,020,314     １年内償還予定地方債 222,336,010

        工作物減価償却累計額 -137,198,237     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 33,833,291

        航空機 -     預り金 7,574,711

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 6,364,050 負債合計 2,176,516,107

        その他減価償却累計額 -1,069,154 【純資産の部】

        建設仮勘定 19,931,400   固定資産等形成分 17,620,039,306

      インフラ資産 6,913,856,585   余剰分（不足分） -1,689,212,820

        土地 1,711,322,535

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 14,314,303,042

        工作物減価償却累計額 -9,309,663,204

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 197,894,212

      物品 735,152,920

      物品減価償却累計額 -605,994,405

    無形固定資産 29,856,806

      ソフトウェア 29,856,806

      その他 -

    投資その他の資産 2,090,250,590

      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 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 6,225,907

      長期貸付金 -

      基金 2,030,178,039

        減債基金 -

        その他 2,030,178,039

      その他 -

      徴収不能引当金 -633,908

  流動資産 792,250,290

    現金預金 373,904,691

    未収金 7,572,939

    短期貸付金 -

    基金 304,947,003

      財政調整基金 304,128,215

      減債基金 818,788

    棚卸資産 106,281,819

    その他 -

    徴収不能引当金 -456,162 純資産合計 15,930,826,486

資産合計 18,107,342,593 負債及び純資産合計 18,107,342,593

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：阿武町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 2,764,957,418

    その他 -

  臨時利益 13,555,522

    資産売却益 13,555,522

    資産除売却損 8,106,237

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 2,763,207,403

  臨時損失 15,305,537

    災害復旧事業費 7,199,300

  経常収益 107,380,544

    使用料及び手数料 57,374,512

    その他 50,006,032

      社会保障給付 249,486,622

      他会計への繰出金 241,824,731

      その他 1,378,498

        その他 10,759,787

    移転費用 877,372,609

      補助金等 384,682,758

      その他の業務費用 22,358,072

        支払利息 10,508,215

        徴収不能引当金繰入額 1,090,070

        維持補修費 48,308,961

        減価償却費 662,792,035

        その他 -

        その他 53,000,207

      物件費等 1,410,025,011

        物件費 698,924,015

        職員給与費 410,779,757

        賞与等引当金繰入額 33,833,291

        退職手当引当金繰入額 63,219,000

  経常費用 2,870,587,947

    業務費用 1,993,215,338

      人件費 560,832,255

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：阿武町

会計：一般会計等 （単位：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 16,099,098,616 17,738,469,101 -1,639,370,485

  純行政コスト（△） -2,764,957,418 -2,764,957,418

  財源 2,599,304,271 2,599,304,271

    税収等 2,159,344,653 2,159,344,653

    国県等補助金 439,959,618 439,959,618

  本年度差額 -165,653,147 -165,653,147

  固定資産等の変動（内部変動） -118,429,795 118,429,795

    有形固定資産等の増加 340,098,965 -340,098,965

    有形固定資産等の減少 -665,883,815 665,883,815

    貸付金・基金等の増加 215,081,364 -215,081,364

    貸付金・基金等の減少 -7,726,309 7,726,309

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -2,618,983 - -2,618,983

  本年度純資産変動額 -168,272,130 -118,429,795 -49,842,335

本年度末純資産残高 15,930,826,486 17,620,039,306 -1,689,212,820

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：阿武町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 6,774,891

本年度歳計外現金増減額 799,820

本年度末歳計外現金残高 7,574,711

本年度末現金預金残高 373,904,691

    その他の収入 -

財務活動収支 -65,106,577

本年度資金収支額 -52,910,615

前年度末資金残高 419,240,595

本年度末資金残高 366,329,980

  財務活動支出 228,806,577

    地方債償還支出 228,806,577

    その他の支出 -

  財務活動収入 163,700,000

    地方債発行収入 163,700,000

    貸付金元金回収収入 260,000

    資産売却収入 22,286,252

    その他の収入 2,500,000

投資活動収支 -444,965,866

【財務活動収支】

    貸付金支出 260,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 104,605,297

    国県等補助金収入 76,955,045

    基金取崩収入 2,604,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 549,571,163

    公共施設等整備費支出 340,098,965

    基金積立金支出 209,212,198

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 8,239,124

    災害復旧事業費支出 7,199,300

    その他の支出 1,039,824

  臨時収入 6,182,000

業務活動収支 457,161,828

  業務収入 2,616,233,788

    税収等収入 2,154,497,875

    国県等補助金収入 356,822,573

    使用料及び手数料収入 57,477,412

    その他の収入 47,435,928

    移転費用支出 877,372,609

      補助金等支出 384,682,758

      社会保障給付支出 249,486,622

      他会計への繰出支出 241,824,731

      その他の支出 1,378,498

    業務費用支出 1,279,642,227

      人件費支出 499,719,149

      物件費等支出 758,655,076

      支払利息支出 10,508,215

      その他の支出 10,759,787

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,157,014,836


