
【様式第1号】

自治体名：上板町

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,473,431   固定負債 4,137,122

    有形固定資産 11,146,093     地方債 3,477,610

      事業用資産 5,938,710     長期未払金 -

        土地 2,269,104     退職手当引当金 659,512

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,108,148     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,598,703   流動負債 475,107

        工作物 313,914     １年内償還予定地方債 332,278

        工作物減価償却累計額 -158,361     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 70,869

        航空機 -     預り金 71,960

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,612,229

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,607   固定資産等形成分 13,752,704

      インフラ資産 4,798,287   余剰分（不足分） -4,280,506

        土地 389,790

        建物 51,827

        建物減価償却累計額 -41,674

        工作物 12,249,516

        工作物減価償却累計額 -7,868,624

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 17,452

      物品 991,644

      物品減価償却累計額 -582,548

    無形固定資産 4,019

      ソフトウェア 4,019

      その他 -

    投資その他の資産 1,323,319

      投資及び出資金 12,281

        有価証券 31

        出資金 12,251

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 139,131

      長期貸付金 -

      基金 1,177,293

        減債基金 326,540

        その他 850,753

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,386

  流動資産 1,610,995

    現金預金 306,211

    未収金 28,066

    短期貸付金 377

    基金 1,278,896

      財政調整基金 1,278,896

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,554 純資産合計 9,472,198

資産合計 14,084,426 負債及び純資産合計 14,084,426

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：上板町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 4,220,990

    その他 -

  臨時利益 4,367

    資産売却益 4,367

    資産除売却損 10,084

    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 4,215,272

  臨時損失 10,084

    災害復旧事業費 -

  経常収益 237,904

    使用料及び手数料 69,228

    その他 168,676

      社会保障給付 720,237

      他会計への繰出金 385,608

      その他 631

        その他 25,715

    移転費用 2,061,232

      補助金等 954,757

      その他の業務費用 55,833

        支払利息 24,210

        徴収不能引当金繰入額 5,909

        維持補修費 59,974

        減価償却費 518,769

        その他 -

        その他 51,551

      物件費等 1,304,095

        物件費 725,353

        職員給与費 909,596

        賞与等引当金繰入額 70,869

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,453,176

    業務費用 2,391,944

      人件費 1,032,016

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：上板町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 9,649,739 14,082,714 -4,432,975

  純行政コスト（△） -4,220,990 -4,220,990

  財源 4,043,901 4,043,901

    税収等 3,185,696 3,185,696

    国県等補助金 858,206 858,206

  本年度差額 -177,088 -177,088

  固定資産等の変動（内部変動） -329,557 329,557

    有形固定資産等の増加 263,569 -263,569

    有形固定資産等の減少 -520,109 520,109

    貸付金・基金等の増加 145,420 -145,420

    貸付金・基金等の減少 -218,438 218,438

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 -453 -453 -

  本年度純資産変動額 -177,541 -330,010 152,469

本年度末純資産残高 9,472,198 13,752,704 -4,280,506

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：上板町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 19,056

本年度歳計外現金増減額 52,904

本年度末歳計外現金残高 71,960

本年度末現金預金残高 306,211

    その他の収入 -

財務活動収支 -129,505

本年度資金収支額 -35,795

前年度末資金残高 270,045

本年度末資金残高 234,250

  財務活動支出 338,451

    地方債償還支出 338,451

    その他の支出 -

  財務活動収入 208,946

    地方債発行収入 208,946

    貸付金元金回収収入 4,252

    資産売却収入 5,706

    その他の収入 -

投資活動収支 -117,648

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 290,390

    国県等補助金収入 73,424

    基金取崩収入 207,008

【投資活動収支】

  投資活動支出 408,038

    公共施設等整備費支出 263,569

    基金積立金支出 144,469

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 10,084

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 10,084

  臨時収入 -

業務活動収支 211,358

  業務収入 4,139,788

    税収等収入 3,185,493

    国県等補助金収入 784,782

    使用料及び手数料収入 69,249

    その他の収入 100,264

    移転費用支出 2,061,232

      補助金等支出 954,757

      社会保障給付支出 720,237

      他会計への繰出支出 385,608

      その他の支出 631

    業務費用支出 1,857,114

      人件費支出 1,027,254

      物件費等支出 785,326

      支払利息支出 24,210

      その他の支出 20,323

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 3,918,346


