
【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 17,433,522,098   固定負債 1,908,189,105

    有形固定資産 15,532,235,153     地方債 1,583,180,105

      事業用資産 8,366,221,370     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 12,691,883,882     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,015,813,850   流動負債 271,520,654

        工作物 462,833,018     １年内償還予定地方債 228,806,578

        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 35,939,185

        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 2,179,709,759

        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 17,738,469,101

      インフラ資産 7,039,903,738   余剰分（不足分） -1,639,370,485

        土地 1,709,056,088

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 14,267,535,690

        工作物減価償却累計額 -9,031,019,325

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 94,331,285

      物品 708,799,607

      物品減価償却累計額 -582,689,562

    無形固定資産 18,391,410

      ソフトウェア 18,391,410

      その他 -

    投資その他の資産 1,882,895,535

      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 5,452,148

      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 -607,006

  流動資産 845,286,277

    現金預金 426,015,486

    未収金 4,570,941

    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 110,184,066

    その他 -

    徴収不能引当金 -431,219 純資産合計 16,099,098,616

資産合計 18,278,808,375 負債及び純資産合計 18,278,808,375

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：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 2,602,773,740

    その他 -

  臨時利益 3,073,014

    資産売却益 3,073,014

    資産除売却損 12,332,308

    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 2,576,804,686

  臨時損失 29,042,068

    災害復旧事業費 16,709,760

  経常収益 113,690,740

    使用料及び手数料 57,754,857

    その他 55,935,883

      社会保障給付 247,235,181

      他会計への繰出金 234,843,348

      その他 9,655,020

        その他 11,469,021

    移転費用 863,528,965

      補助金等 371,795,416

      その他の業務費用 26,195,552

        支払利息 13,688,306

        徴収不能引当金繰入額 1,038,225

        維持補修費 35,255,118

        減価償却費 659,516,913

        その他 -

        その他 45,432,402

      物件費等 1,304,148,255

        物件費 609,376,224

        職員給与費 415,251,067

        賞与等引当金繰入額 35,939,185

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,690,495,426

    業務費用 1,826,966,461

      人件費 496,622,654

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：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 16,175,027,751 17,821,390,821 -1,646,363,070

  純行政コスト（△） -2,602,773,740 -2,602,773,740

  財源 2,576,383,647 2,576,383,647

    税収等 2,116,168,426 2,116,168,426

    国県等補助金 460,215,221 460,215,221

  本年度差額 -26,390,093 -26,390,093

  固定資産等の変動（内部変動） -69,218,680 69,218,680

    有形固定資産等の増加 486,962,982 -486,962,982

    有形固定資産等の減少 -659,516,916 659,516,916

    貸付金・基金等の増加 117,070,916 -117,070,916

    貸付金・基金等の減少 -13,735,662 13,735,662

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -13,703,040 -13,703,040

  その他 -35,836,002 - -35,836,002

  本年度純資産変動額 -75,929,135 -82,921,720 6,992,585

本年度末純資産残高 16,099,098,616 17,738,469,101 -1,639,370,485

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：一般会計等 （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 426,015,486

    その他の収入 -

財務活動収支 -39,349,499

本年度資金収支額 13,094,476

前年度末資金残高 406,146,119

本年度末資金残高 419,240,595

  財務活動支出 222,949,499

    地方債償還支出 222,949,499

    その他の支出 -

  財務活動収入 183,600,000

    地方債発行収入 183,600,000

    貸付金元金回収収入 358,000

    資産売却収入 36,950,014

    その他の収入 -

投資活動収支 -370,983,985

【財務活動収支】

    貸付金支出 358,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 221,751,014

    国県等補助金収入 182,396,000

    基金取崩収入 2,047,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 592,734,999

    公共施設等整備費支出 486,962,982

    基金積立金支出 105,414,017

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 16,709,760

    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 423,427,960

  業務収入 2,478,563,062

    税収等収入 2,115,182,697

    国県等補助金収入 266,115,305

    使用料及び手数料収入 57,280,657

    その他の収入 39,984,403

    移転費用支出 863,528,965

      補助金等支出 371,795,416

      社会保障給付支出 247,235,181

      他会計への繰出支出 234,843,348

      その他の支出 9,655,020

    業務費用支出 1,186,600,293

      人件費支出 495,738,462

      物件費等支出 666,670,342

      支払利息支出 13,688,306

      その他の支出 10,503,183

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 2,050,129,258


