
【様式第1号】

自治体名：上板町

会計：連結会計 （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 15,731,140   固定負債 5,178,632

    有形固定資産 14,301,401     地方債等 4,223,405

      事業用資産 6,457,886     長期未払金 -

        土地 2,349,981     退職手当引当金 719,498

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,732,829     その他 235,728

        建物減価償却累計額 -6,971,706   流動負債 639,846

        工作物 1,172,646     １年内償還予定地方債等 450,184

        工作物減価償却累計額 -830,472     未払金 20,392

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 4,998

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 82,123

        航空機 -     預り金 72,095

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,054

        その他 - 負債合計 5,818,478

        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 17,234,786

      インフラ資産 7,373,065   余剰分（不足分） -4,846,141

        土地 448,130   他団体出資等分 -

        建物 140,609

        建物減価償却累計額 -77,619

        工作物 16,382,631

        工作物減価償却累計額 -9,538,138

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 17,452

      物品 1,437,957

      物品減価償却累計額 -967,506

    無形固定資産 4,083

      ソフトウェア 4,083

      その他 -

    投資その他の資産 1,425,655

      投資及び出資金 14,673

        有価証券 31

        出資金 12,251

        その他 2,391

      長期延滞債権 174,719

      長期貸付金 -

      基金 1,246,510

        減債基金 326,540

        その他 919,970

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,246

  流動資産 2,475,983

    現金預金 916,643

    未収金 54,118

    短期貸付金 377

    基金 1,503,269

      財政調整基金 1,503,269

      減債基金 -

    棚卸資産 6,716

    その他 128

    徴収不能引当金 -5,268

  繰延資産 - 純資産合計 12,388,645

資産合計 18,207,123 負債及び純資産合計 18,207,123

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：上板町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 4,367

    その他 76

純行政コスト 8,666,475

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 792

  臨時利益 4,442

  臨時損失 15,169

    災害復旧事業費 2,339

    資産除売却損 12,039

    使用料及び手数料 275,151

    その他 194,890

純経常行政コスト 8,655,748

      社会保障給付 720,263

      その他 994

  経常収益 470,042

        その他 128,870

    移転費用 5,921,053

      補助金等 5,199,795

      その他の業務費用 182,799

        支払利息 42,860

        徴収不能引当金繰入額 11,069

        維持補修費 84,422

        減価償却費 657,496

        その他 -

        その他 52,988

      物件費等 1,784,908

        物件費 1,042,991

        職員給与費 1,095,765

        賞与等引当金繰入額 86,403

        退職手当引当金繰入額 1,874

  経常費用 9,125,790

    業務費用 3,204,737

      人件費 1,237,030

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：上板町

会計：連結会計 （単位：千円）

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 12,376,154 17,481,463 -5,105,308 -

  純行政コスト（△） -8,666,475 -8,666,475 -

  財源 8,536,464 8,536,464 -

    税収等 5,174,375 5,174,375 -

    国県等補助金 3,362,089 3,362,089 -

  本年度差額 -130,011 -130,011 -

  固定資産等の変動（内部変動） -361,033 361,033

    有形固定資産等の増加 311,946 -311,946

    有形固定資産等の減少 -668,194 668,194

    貸付金・基金等の増加 265,188 -265,188

    貸付金・基金等の減少 -269,974 269,974

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -540 -540

  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 9,120 10,647 -1,527 -

  その他 133,922 104,250 29,672

  本年度純資産変動額 12,491 -246,676 259,167 -

本年度末純資産残高 12,388,645 17,234,786 -4,846,141 -

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：上板町

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 19,316

本年度歳計外現金増減額 52,778

本年度末歳計外現金残高 72,095

本年度末現金預金残高 916,643

財務活動収支 -261,706

本年度資金収支額 -102,798

前年度末資金残高 944,376

比例連結割合変更に伴う差額 2,970

本年度末資金残高 844,548

    地方債等償還支出 473,266

    その他の支出 39

  財務活動収入 211,599

    地方債等発行収入 211,599

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,706

    その他の収入 4,035

投資活動収支 -244,432

【財務活動収支】

  財務活動支出 473,305

    その他の支出 -

  投資活動収入 313,349

    国県等補助金収入 73,424

    基金取崩収入 225,932

    貸付金元金回収収入 4,252

  投資活動支出 557,782

    公共施設等整備費支出 304,369

    基金積立金支出 253,413

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 2,339

    その他の支出 10,875

  臨時収入 76

業務活動収支 403,340

【投資活動収支】

    税収等収入 5,160,783

    国県等補助金収入 3,288,665

    使用料及び手数料収入 275,027

    その他の収入 123,212

  臨時支出 13,215

    移転費用支出 5,921,053

      補助金等支出 5,199,795

      社会保障給付支出 720,263

      その他の支出 994

  業務収入 8,847,687

    業務費用支出 2,510,155

      人件費支出 1,219,660

      物件費等支出 1,126,852

      支払利息支出 42,860

      その他の支出 120,784

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 8,431,208


