
【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 15,301,545   固定負債 5,053,054

    有形固定資産 13,808,400     地方債等 3,974,163

      事業用資産 6,298,063     長期未払金 -

        土地 2,348,755     退職手当引当金 843,382

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,610,182     その他 235,508

        建物減価償却累計額 -7,019,512   流動負債 648,622

        工作物 1,321,740     １年内償還予定地方債等 451,420

        工作物減価償却累計額 -1,033,999     未払金 19,576

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,117

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 90,537

        航空機 -     預り金 78,926

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,045

        その他 - 負債合計 5,701,676

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 70,898   固定資産等形成分 16,691,430

      インフラ資産 7,132,536   余剰分（不足分） -4,715,437

        土地 448,884   他団体出資等分 -

        建物 140,609

        建物減価償却累計額 -81,063

        工作物 16,440,740

        工作物減価償却累計額 -9,835,486

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 18,852

      物品 1,453,615

      物品減価償却累計額 -1,075,813

    無形固定資産 3,629

      ソフトウェア 3,629

      その他 -

    投資その他の資産 1,489,516

      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 176,479

      長期貸付金 -

      基金 1,310,023

        減債基金 326,970

        その他 983,052

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,266

  流動資産 2,376,123

    現金預金 935,786

    未収金 48,133

    短期貸付金 -

    基金 1,389,885

      財政調整基金 1,389,885

      減債基金 -

    棚卸資産 7,026

    その他 128

    徴収不能引当金 -4,835

  繰延資産 - 純資産合計 11,975,993

資産合計 17,677,669 負債及び純資産合計 17,677,669

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：上板町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 115

    その他 -

純行政コスト 8,994,618

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 729

  臨時利益 115

  臨時損失 13,629

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 12,900

    使用料及び手数料 270,920

    その他 175,626

純経常行政コスト 8,981,104

      社会保障給付 716,461

      その他 5,513

  経常収益 446,546

        その他 91,147

    移転費用 6,143,698

      補助金等 5,421,578

      その他の業務費用 137,017

        支払利息 35,911

        徴収不能引当金繰入額 9,959

        維持補修費 179,354

        減価償却費 677,661

        その他 -

        その他 55,541

      物件費等 1,845,657

        物件費 988,643

        職員給与費 1,138,249

        賞与等引当金繰入額 90,537

        退職手当引当金繰入額 16,950

  経常費用 9,427,650

    業務費用 3,283,952

      人件費 1,301,277

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：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 12,388,645 17,234,786 -4,846,141 -

  純行政コスト（△） -8,994,618 -8,994,618 -

  財源 8,609,699 8,609,699 -

    税収等 5,276,403 5,276,403 -

    国県等補助金 3,333,296 3,333,296 -

  本年度差額 -384,919 -384,919 -

  固定資産等の変動（内部変動） -598,364 598,364

    有形固定資産等の増加 253,156 -253,156

    有形固定資産等の減少 -667,382 667,382

    貸付金・基金等の増加 43,646 -43,646

    貸付金・基金等の減少 -227,783 227,783

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -18,335 -18,335

  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 -9,398 73,343 -82,741 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -412,652 -543,357 130,704 -

本年度末純資産残高 11,975,993 16,691,430 -4,715,437 -

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：上板町

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 72,095

本年度歳計外現金増減額 6,831

本年度末歳計外現金残高 78,926

本年度末現金預金残高 935,786

財務活動収支 -246,537

本年度資金収支額 12,778

前年度末資金残高 844,548

比例連結割合変更に伴う差額 -466

本年度末資金残高 856,860

    地方債等償還支出 449,177

    その他の支出 141

  財務活動収入 202,781

    地方債等発行収入 202,781

    その他の収入 -

    資産売却収入 115

    その他の収入 25

投資活動収支 18,045

【財務活動収支】

  財務活動支出 449,318

    その他の支出 -

  投資活動収入 247,630

    国県等補助金収入 23,950

    基金取崩収入 217,528

    貸付金元金回収収入 6,013

  投資活動支出 229,585

    公共施設等整備費支出 203,891

    基金積立金支出 25,694

    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 13,629

  臨時収入 -

業務活動収支 241,270

【投資活動収支】

    税収等収入 5,263,731

    国県等補助金収入 3,309,346

    使用料及び手数料収入 267,140

    その他の収入 132,190

  臨時支出 13,629

    移転費用支出 6,143,698

      補助金等支出 5,421,578

      社会保障給付支出 716,461

      その他の支出 5,513

  業務収入 8,972,407

    業務費用支出 2,573,809

      人件費支出 1,281,704

      物件費等支出 1,168,307

      支払利息支出 35,911

      その他の支出 87,887

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 8,717,507


