
【様式第1号】

自治体名：阿武町

会計：連結会計 （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 21,285,703,840   固定負債 2,397,443,107

    有形固定資産 19,267,383,380     地方債等 2,011,278,143

      事業用資産 8,367,611,780     長期未払金 -

        土地 1,102,163,358     退職手当引当金 386,164,964

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

        建物 12,694,284,542     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,017,431,609   流動負債 372,821,270

        工作物 463,440,518     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 37,491,122

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 341,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 40,553,668

        航空機 -     預り金 8,217,544

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,270,585

        その他 6,364,059 負債合計 2,770,264,377

        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 21,789,959,939

      インフラ資産 10,712,234,027   余剰分（不足分） -2,035,473,985

        土地 1,709,056,088   他団体出資等分 14,399,285

        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 777,548,724

      物品減価償却累計額 -590,011,151

    無形固定資産 26,006,770

      ソフトウェア 25,968,970

      その他 37,800

    投資その他の資産 1,992,313,690

      投資及び出資金 29,490,552

        有価証券 4,000,000

        出資金 25,490,552

        その他 -

      長期延滞債権 15,935,661

      長期貸付金 7,714,970

      基金 1,932,260,511

        減債基金 -

        その他 1,932,260,511

      その他 7,563,680

      徴収不能引当金 -651,684

  流動資産 1,253,445,776

    現金預金 623,001,823

    未収金 10,597,210

    短期貸付金 3,417,280

    基金 500,838,819

      財政調整基金 500,020,031

      減債基金 818,788

    棚卸資産 115,631,671

    その他 406,718

    徴収不能引当金 -447,745

  繰延資産 - 純資産合計 19,768,885,239

資産合計 22,539,149,616 負債及び純資産合計 22,539,149,616

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 3,073,014

    その他 114,689

純行政コスト 4,583,111,722

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 72,000

  臨時利益 3,187,703

  臨時損失 29,115,049

    災害復旧事業費 16,709,760

    資産除売却損 12,333,289

    使用料及び手数料 162,731,042

    その他 585,422,232

純経常行政コスト 4,557,184,376

      社会保障給付 247,416,345

      その他 31,538,916

  経常収益 748,153,274

        その他 69,411,187

    移転費用 2,530,759,103

      補助金等 2,251,803,842

      その他の業務費用 96,867,255

        支払利息 26,356,892

        徴収不能引当金繰入額 1,099,176

        維持補修費 37,869,402

        減価償却費 803,887,296

        その他 -

        その他 62,617,414

      物件費等 1,981,504,010

        物件費 1,139,747,312

        職員給与費 541,850,289

        賞与等引当金繰入額 40,553,668

        退職手当引当金繰入額 51,185,911

  経常費用 5,305,337,650

    業務費用 2,774,578,547

      人件費 696,207,282

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：連結会計 （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 19,860,950,001 21,949,731,602 -2,100,515,066 11,733,465

  純行政コスト（△） -4,583,111,722 -4,585,777,542 2,665,820

  財源 4,493,573,343 4,493,573,343 -

    税収等 2,854,886,089 2,854,886,089 -

    国県等補助金 1,638,687,254 1,638,687,254 -

  本年度差額 -89,538,379 -92,204,199 2,665,820

  固定資産等の変動（内部変動） -162,191,450 162,191,450

    有形固定資産等の増加 559,169,138 -559,169,138

    有形固定資産等の減少 -803,888,281 803,888,281

    貸付金・基金等の増加 141,420,839 -141,420,839

    貸付金・基金等の減少 -58,893,146 58,893,146

  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 -2,526,381 2,419,787 -4,946,168 -

  その他 -2 - -2

  本年度純資産変動額 -92,064,762 -159,771,663 65,041,081 2,665,820

本年度末純資産残高 19,768,885,239 21,789,959,939 -2,035,473,985 14,399,285

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 9,767,605

本年度歳計外現金増減額 -2,759,611

本年度末歳計外現金残高 7,007,994

本年度末現金預金残高 623,001,823

財務活動収支 -76,335,415

本年度資金収支額 5,610,542

前年度末資金残高 610,398,146

比例連結割合変更に伴う差額 -14,859

本年度末資金残高 615,993,829

    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 511,979

投資活動収支 -390,945,516

【財務活動収支】

  財務活動支出 281,135,415

    その他の支出 1,563,680

  投資活動収入 283,981,428

    国県等補助金収入 213,568,000

    基金取崩収入 29,297,032

    貸付金元金回収収入 3,654,403

  投資活動支出 674,926,944

    公共施設等整備費支出 559,169,138

    基金積立金支出 112,028,747

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,165,379

    災害復旧事業費支出 16,709,760

    その他の支出 72,000

  臨時収入 11,818,605

業務活動収支 472,891,473

【投資活動収支】

    税収等収入 2,853,574,950

    国県等補助金収入 1,413,415,338

    使用料及び手数料収入 162,167,012

    その他の収入 569,768,353

  臨時支出 16,781,760

    移転費用支出 2,586,234,969

      補助金等支出 2,251,803,842

      社会保障給付支出 247,416,345

      その他の支出 87,014,782

  業務収入 4,998,925,653

    業務費用支出 1,934,836,056

      人件費支出 643,346,049

      物件費等支出 1,196,688,746

      支払利息支出 26,356,892

      その他の支出 68,444,369

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 4,521,071,025


