
【様式第1号】

自治体名：上板町

会計：全体会計 （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 15,106,065   固定負債 5,090,277

    有形固定資産 13,748,090     地方債等 4,195,597

      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 235,168

        建物減価償却累計額 -6,598,703   流動負債 572,569

        工作物 313,914     １年内償還予定地方債等 394,437

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

        航空機 -     預り金 71,960

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,913

        その他 - 負債合計 5,662,846

        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 16,526,721

      インフラ資産 7,373,065   余剰分（不足分） -4,829,657

        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 1,283,341

      物品減価償却累計額 -847,025

    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 1,353,956

      投資及び出資金 12,281

        有価証券 31

        出資金 12,251

        その他 -

      長期延滞債権 174,628

      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 -10,246

  流動資産 2,253,844

    現金預金 777,666

    未収金 53,947

    短期貸付金 377

    基金 1,420,279

      財政調整基金 1,420,279

      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 11,697,064

資産合計 17,359,910 負債及び純資産合計 17,359,910

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 4,367

    その他 76

純行政コスト 6,866,062

    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 12,819

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 12,028

    使用料及び手数料 264,715

    その他 179,919

純経常行政コスト 6,857,685

      社会保障給付 720,237

      その他 631

  経常収益 444,633

        その他 85,448

    移転費用 4,575,066

      補助金等 3,854,199

      その他の業務費用 137,615

        支払利息 41,098

        徴収不能引当金繰入額 11,069

        維持補修費 84,258

        減価償却費 587,835

        その他 -

        その他 51,800

      物件費等 1,509,906

        物件費 837,813

        職員給与費 952,782

        賞与等引当金繰入額 75,149

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,302,319

    業務費用 2,727,252

      人件費 1,079,731

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：全体会計 （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 11,712,279 16,714,095 -5,001,816 -

  純行政コスト（△） -6,866,062 -6,866,062 -

  財源 6,716,925 6,716,925 -

    税収等 4,206,390 4,206,390 -

    国県等補助金 2,510,535 2,510,535 -

  本年度差額 -149,137 -149,137 -

  固定資産等の変動（内部変動） -291,624 291,624

    有形固定資産等の増加 285,304 -285,304

    有形固定資産等の減少 -591,119 591,119

    貸付金・基金等の増加 237,414 -237,414

    貸付金・基金等の減少 -223,223 223,223

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 - - - -

  その他 133,922 104,250 29,672

  本年度純資産変動額 -15,215 -187,374 172,159 -

本年度末純資産残高 11,697,064 16,526,721 -4,829,657 -

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：全体会計 （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 777,666

財務活動収支 -190,205

本年度資金収支額 -99,290

前年度末資金残高 804,996

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 705,705

    地方債等償還支出 399,151

    その他の支出 -

  財務活動収入 208,946

    地方債等発行収入 208,946

    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 -225,093

【財務活動収支】

  財務活動支出 399,151

    その他の支出 -

  投資活動収入 294,425

    国県等補助金収入 73,424

    基金取崩収入 207,008

    貸付金元金回収収入 4,252

  投資活動支出 519,518

    公共施設等整備費支出 283,744

    基金積立金支出 235,774

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 10,875

  臨時収入 76

業務活動収支 316,007

【投資活動収支】

    税収等収入 4,192,797

    国県等補助金収入 2,437,111

    使用料及び手数料収入 264,590

    その他の収入 112,413

  臨時支出 10,875

    移転費用支出 4,575,066

      補助金等支出 3,854,199

      社会保障給付支出 720,237

      その他の支出 631

  業務収入 7,006,912

    業務費用支出 2,105,038

      人件費支出 1,065,067

      物件費等支出 921,511

      支払利息支出 41,098

      その他の支出 77,362

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 6,680,105


