
【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 14,601,356   固定負債 4,813,344

    有形固定資産 13,326,340     地方債等 3,952,427

      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 235,089

        建物減価償却累計額 -6,796,528   流動負債 623,213

        工作物 318,945     １年内償還予定地方債等 437,653

        工作物減価償却累計額 -169,837     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 79,917

        航空機 -     預り金 78,045

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,904

        その他 - 負債合計 5,436,557

        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 15,907,310

      インフラ資産 7,132,536   余剰分（不足分） -4,593,877

        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 1,296,158

      物品減価償却累計額 -947,458

    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 1,271,456

      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 176,244

      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 -9,266

  流動資産 2,148,635

    現金預金 792,233

    未収金 48,128

    短期貸付金 -

    基金 1,305,955

      財政調整基金 1,305,955

      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 11,313,433

資産合計 16,749,991 負債及び純資産合計 16,749,991

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 115

    その他 -

純行政コスト 7,081,361

    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 260,173

    その他 161,851

純経常行政コスト 7,067,846

      社会保障給付 716,435

      その他 1,838

  経常収益 422,023

        その他 56,812

    移転費用 4,692,463

      補助金等 3,974,190

      その他の業務費用 101,906

        支払利息 35,135

        徴収不能引当金繰入額 9,959

        維持補修費 117,460

        減価償却費 613,597

        その他 -

        その他 54,742

      物件費等 1,571,142

        物件費 840,085

        職員給与費 989,699

        賞与等引当金繰入額 79,917

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,489,869

    業務費用 2,797,406

      人件費 1,124,358

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：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 11,697,064 16,526,721 -4,829,657 -

  純行政コスト（△） -7,081,361 -7,081,361 -

  財源 6,702,614 6,702,614 -

    税収等 4,238,558 4,238,558 -

    国県等補助金 2,464,056 2,464,056 -

  本年度差額 -378,747 -378,747 -

  固定資産等の変動（内部変動） -614,527 614,527

    有形固定資産等の増加 196,271 -196,271

    有形固定資産等の減少 -613,597 613,597

    貸付金・基金等の増加 30,009 -30,009

    貸付金・基金等の減少 -227,210 227,210

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,884 -4,884

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -383,630 -619,411 235,780 -

本年度末純資産残高 11,313,433 15,907,310 -4,593,877 -

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：全体会計 （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 792,233

財務活動収支 -199,954

本年度資金収支額 8,483

前年度末資金残高 705,705

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 714,188

    地方債等償還支出 394,437

    その他の支出 -

  財務活動収入 194,483

    地方債等発行収入 194,483

    その他の収入 -

    資産売却収入 115

    その他の収入 -

投資活動収支 41,147

【財務活動収支】

  財務活動支出 394,437

    その他の支出 -

  投資活動収入 245,877

    国県等補助金収入 23,950

    基金取崩収入 215,800

    貸付金元金回収収入 6,013

  投資活動支出 204,730

    公共施設等整備費支出 188,350

    基金積立金支出 16,380

    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 167,290

【投資活動収支】

    税収等収入 4,225,911

    国県等補助金収入 2,440,106

    使用料及び手数料収入 256,393

    その他の収入 118,627

  臨時支出 13,629

    移転費用支出 4,692,463

      補助金等支出 3,974,190

      社会保障給付支出 716,435

      その他の支出 1,838

  業務収入 7,041,038

    業務費用支出 2,167,655

      人件費支出 1,121,113

      物件費等支出 957,855

      支払利息支出 35,135

      その他の支出 53,552

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 6,860,118


