
【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 21,080,549,959   固定負債 2,357,998,970

    有形固定資産 18,846,821,921     地方債等 1,916,094,356

      事業用資産 8,163,556,719     長期未払金 -

        土地 1,104,631,022     退職手当引当金 441,904,614

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

        建物 12,792,007,524     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,344,653,459   流動負債 363,026,395

        工作物 506,594,064     １年内償還予定地方債等 280,383,786

        工作物減価償却累計額 -137,198,237     未払金 33,046,524

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 346,879

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 38,544,758

        航空機 -     預り金 9,491,020

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,213,428

        その他 15,056,060 負債合計 2,721,025,365

        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 21,642,032,648

      インフラ資産 10,489,449,751   余剰分（不足分） -2,088,362,320

        土地 1,711,322,535   他団体出資等分 18,134,703

        建物 32,877,669

        建物減価償却累計額 -3,147,660

        工作物 21,048,688,664

        工作物減価償却累計額 -12,511,831,669

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 211,540,212

      物品 812,459,947

      物品減価償却累計額 -618,644,496

    無形固定資産 37,424,196

      ソフトウェア 37,386,396

      その他 37,800

    投資その他の資産 2,196,303,842

      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 17,052,564

      長期貸付金 6,647,984

      基金 2,135,570,218

        減債基金 -

        その他 2,135,570,218

      その他 8,337,760

      徴収不能引当金 -795,236

  流動資産 1,212,280,437

    現金預金 518,169,053

    未収金 19,283,548

    短期貸付金 2,524,955

    基金 558,957,734

      財政調整基金 558,138,946

      減債基金 818,788

    棚卸資産 112,597,695

    その他 1,288,862

    徴収不能引当金 -541,410

  繰延資産 - 純資産合計 19,571,805,031

資産合計 22,292,830,396 負債及び純資産合計 22,292,830,396

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：阿武町

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 13,555,522

    その他 -

純行政コスト 4,635,460,545

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 13,555,522

  臨時損失 15,305,537

    災害復旧事業費 7,199,300

    資産除売却損 8,106,237

    使用料及び手数料 163,326,152

    その他 492,884,231

純経常行政コスト 4,633,710,530

      社会保障給付 249,755,459

      その他 27,575,641

  経常収益 656,210,383

        その他 41,480,644

    移転費用 2,483,305,713

      補助金等 2,205,974,613

      その他の業務費用 64,394,033

        支払利息 21,576,743

        徴収不能引当金繰入額 1,336,646

        維持補修費 54,739,812

        減価償却費 808,010,619

        その他 -

        その他 68,934,160

      物件費等 1,986,400,359

        物件費 1,123,649,928

        職員給与費 538,918,147

        賞与等引当金繰入額 38,544,758

        退職手当引当金繰入額 109,423,743

  経常費用 5,289,920,913

    業務費用 2,806,615,200

      人件費 755,820,808

連結行政コスト計算書
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：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 19,768,885,239 21,789,959,939 -2,035,473,985 14,399,285

  純行政コスト（△） -4,635,460,545 -4,639,195,963 3,735,418

  財源 4,440,348,766 4,440,348,766 -

    税収等 2,875,467,317 2,875,467,317 -

    国県等補助金 1,564,881,449 1,564,881,449 -

  本年度差額 -195,111,779 -198,847,197 3,735,418

  固定資産等の変動（内部変動） -150,429,641 150,429,641

    有形固定資産等の増加 400,205,530 -400,205,530

    有形固定資産等の減少 -811,102,399 811,102,399

    貸付金・基金等の増加 289,156,427 -289,156,427

    貸付金・基金等の減少 -28,689,199 28,689,199

  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 650,553 2,502,350 -1,851,797 -

  その他 -2,618,982 - -2,618,982

  本年度純資産変動額 -197,080,208 -147,927,291 -52,888,335 3,735,418

本年度末純資産残高 19,571,805,031 21,642,032,648 -2,088,362,320 18,134,703

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 7,007,994

本年度歳計外現金増減額 785,285

本年度末歳計外現金残高 7,793,279

本年度末現金預金残高 518,169,053

財務活動収支 -99,747,350

本年度資金収支額 -104,485,418

前年度末資金残高 615,993,829

比例連結割合変更に伴う差額 -1,132,637

本年度末資金残高 510,375,774

    地方債等償還支出 284,947,350

    その他の支出 -

  財務活動収入 185,200,000

    地方債等発行収入 185,200,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 22,286,252

    その他の収入 2,956,694

投資活動収支 -552,231,815

【財務活動収支】

  財務活動支出 284,947,350

    その他の支出 800,000

  投資活動収入 127,866,191

    国県等補助金収入 82,455,045

    基金取崩収入 16,529,263

    貸付金元金回収収入 3,638,937

  投資活動支出 680,098,006

    公共施設等整備費支出 400,205,530

    基金積立金支出 277,289,104

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,803,372

    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 547,493,747

【投資活動収支】

    税収等収入 2,868,349,691

    国県等補助金収入 1,476,244,404

    使用料及び手数料収入 163,150,952

    その他の収入 485,546,231

  臨時支出 8,239,124

    移転費用支出 2,537,780,179

      補助金等支出 2,205,974,613

      社会保障給付支出 249,755,459

      その他の支出 82,050,107

  業務収入 4,993,291,278

    業務費用支出 1,905,960,228

      人件費支出 648,194,394

      物件費等支出 1,195,569,941

      支払利息支出 21,576,743

      その他の支出 40,619,150

連結資金収支計算書
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 4,443,740,407


