
【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 12,033,181   固定負債 3,923,928

    有形固定資産 10,787,894     地方債 3,298,099

      事業用資産 5,845,104     長期未払金 -

        土地 2,265,402     退職手当引当金 625,829

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,165,043     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,796,528   流動負債 528,908

        工作物 318,945     １年内償還予定地方債 373,994

        工作物減価償却累計額 -169,837     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 76,720

        航空機 -     預り金 78,045

        航空機減価償却累計額 -     その他 150

        その他 - 負債合計 4,452,836

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 62,079   固定資産等形成分 13,182,739

      インフラ資産 4,619,756   余剰分（不足分） -4,054,168

        土地 390,544

        建物 51,827

        建物減価償却累計額 -43,276

        工作物 12,287,001

        工作物減価償却累計額 -8,084,418

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 18,079

      物品 1,003,427

      物品減価償却累計額 -680,394

    無形固定資産 3,559

      ソフトウェア 3,559

      その他 -

    投資その他の資産 1,241,728

      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 141,977

      長期貸付金 -

      基金 1,092,197

        減債基金 326,970

        その他 765,227

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,727

  流動資産 1,548,227

    現金預金 377,108

    未収金 23,950

    短期貸付金 -

    基金 1,149,558

      財政調整基金 1,149,558

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,389 純資産合計 9,128,571

資産合計 13,581,408 負債及び純資産合計 13,581,408

貸借対照表
（令和2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 4,379,967

    その他 -

  臨時利益 115

    資産売却益 115

    資産除売却損 12,900

    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 4,367,181

  臨時損失 12,900

    災害復旧事業費 -

  経常収益 211,891

    使用料及び手数料 68,784

    その他 143,107

      社会保障給付 716,435

      他会計への繰出金 420,095

      その他 1,838

        その他 28,838

    移転費用 2,114,086

      補助金等 975,718

      その他の業務費用 54,471

        支払利息 19,706

        徴収不能引当金繰入額 5,926

        維持補修費 78,136

        減価償却費 526,745

        その他 -

        その他 54,492

      物件費等 1,334,951

        物件費 730,070

        職員給与費 944,352

        賞与等引当金繰入額 76,720

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,579,073

    業務費用 2,464,987

      人件費 1,075,564

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：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 9,472,198 13,752,704 -4,280,506

  純行政コスト（△） -4,379,967 -4,379,967

  財源 4,041,225 4,041,225

    税収等 3,198,625 3,198,625

    国県等補助金 842,600 842,600

  本年度差額 -338,742 -338,742

  固定資産等の変動（内部変動） -565,081 565,081

    有形固定資産等の増加 172,970 -172,970

    有形固定資産等の減少 -526,745 526,745

    貸付金・基金等の増加 12,995 -12,995

    貸付金・基金等の減少 -224,301 224,301

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,884 -4,884

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -343,626 -569,965 226,339

本年度末純資産残高 9,128,571 13,182,739 -4,054,168

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：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 71,960

本年度歳計外現金増減額 6,084

本年度末歳計外現金残高 78,045

本年度末現金預金残高 377,108

    その他の収入 -

財務活動収支 -137,795

本年度資金収支額 64,813

前年度末資金残高 234,250

本年度末資金残高 299,064

  財務活動支出 332,278

    地方債償還支出 332,278

    その他の支出 -

  財務活動収入 194,483

    地方債発行収入 194,483

    貸付金元金回収収入 2,874

    資産売却収入 115

    その他の収入 -

投資活動収支 68,402

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 242,738

    国県等補助金収入 23,950

    基金取崩収入 215,800

【投資活動収支】

  投資活動支出 174,336

    公共施設等整備費支出 172,970

    基金積立金支出 1,366

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 12,900

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 12,900

  臨時収入 -

業務活動収支 134,205

  業務収入 4,184,272

    税収等収入 3,197,029

    国県等補助金収入 818,650

    使用料及び手数料収入 65,613

    その他の収入 102,980

    移転費用支出 2,114,086

      補助金等支出 975,718

      社会保障給付支出 716,435

      他会計への繰出支出 420,095

      その他の支出 1,838

    業務費用支出 1,923,080

      人件費支出 1,069,713

      物件費等支出 808,206

      支払利息支出 19,706

      その他の支出 25,454

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 4,037,166


