
【様式第1号】

江府町_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 19,610,627   固定負債 4,309,199

    有形固定資産 18,953,229     地方債等 4,260,798

      事業用資産 4,822,853     長期未払金 -

        土地 780,695     退職手当引当金 40,218

        立木竹 -     損失補償等引当金 5,066

        建物 8,251,918     その他 3,116

        建物減価償却累計額 -4,396,357   流動負債 433,986

        工作物 412,984     １年内償還予定地方債等 377,274

        工作物減価償却累計額 -229,076     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 44,074

        航空機 -     預り金 4,970

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,669

        その他 - 負債合計 4,743,186

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,689   固定資産等形成分 20,669,318

      インフラ資産 13,966,533   余剰分（不足分） -4,432,950

        土地 309,981   他団体出資等分 -

        建物 166,478

        建物減価償却累計額 -157,298

        工作物 33,605,782

        工作物減価償却累計額 -19,971,526

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 13,117

      物品 1,166,600

      物品減価償却累計額 -1,002,758

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 657,398

      投資及び出資金 96,968

        有価証券 51,335

        出資金 45,633

        その他 -

      長期延滞債権 31,229

      長期貸付金 1,072

      基金 535,363

        減債基金 -

        その他 535,363

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,121

  流動資産 1,368,926

    現金預金 305,370

    未収金 5,073

    短期貸付金 684

    基金 1,058,007

      財政調整基金 968,571

      減債基金 89,436

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -207

  繰延資産 - 純資産合計 16,236,367

資産合計 20,979,553 負債及び純資産合計 20,979,553

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

江府町_全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 4,961,456

    業務費用 2,780,236

      人件費 836,136

        職員給与費 686,318

        賞与等引当金繰入額 44,074

        退職手当引当金繰入額 7,540

        その他 98,205

      物件費等 1,853,527

        物件費 857,675

        維持補修費 74,203

        減価償却費 917,366

        その他 4,284

      その他の業務費用 90,572

        支払利息 48,975

        徴収不能引当金繰入額 31

        その他 41,566

    移転費用 2,181,221

      補助金等 1,818,794

      社会保障給付 173,876

      その他 2,066

  経常収益 419,941

    使用料及び手数料 60,338

    その他 359,603

純経常行政コスト 4,541,515

  臨時損失 3,224

    災害復旧事業費 1,269

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 4,179

    資産売却益 3,215

    その他 964

純行政コスト 4,540,560



【様式第3号】

江府町_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 16,861,811 21,415,745 -4,553,934 -

  純行政コスト（△） -4,540,560 -4,540,560 -

  財源 3,914,927 3,914,927 -

    税収等 2,892,557 2,892,557 -

    国県等補助金 1,022,369 1,022,369 -

  本年度差額 -625,634 -625,634 -

  固定資産等の変動（内部変動） -736,845 736,845

    有形固定資産等の増加 156,239 -156,239

    有形固定資産等の減少 -917,366 917,366

    貸付金・基金等の増加 72,777 -72,777

    貸付金・基金等の減少 -48,496 48,496

  資産評価差額 190 190

  無償所管換等 - -

  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 - -9,772 9,772

  本年度純資産変動額 -625,444 -746,427 120,984 -

本年度末純資産残高 16,236,367 20,669,318 -4,432,950 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

江府町_全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,024,794

    業務費用支出 1,842,863

      人件費支出 825,853

      物件費等支出 940,861

      支払利息支出 48,975

      その他の支出 27,173

    移転費用支出 2,181,932

      補助金等支出 1,818,794

      社会保障給付支出 173,876

      その他の支出 2,777

  業務収入 4,181,595

    税収等収入 2,893,302

    国県等補助金収入 973,109

    使用料及び手数料収入 60,444

    その他の収入 254,741

  臨時支出 1,269

    災害復旧事業費支出 1,269

    その他の支出 -

  臨時収入 1,411

業務活動収支 156,944

【投資活動収支】

  投資活動支出 229,016

    公共施設等整備費支出 156,239

    基金積立金支出 66,277

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,500

    その他の支出 -

  投資活動収入 99,560

    国県等補助金収入 47,849

    基金取崩収入 41,208

    貸付金元金回収収入 7,288

    資産売却収入 3,215

    その他の収入 -

投資活動収支 -129,456

【財務活動収支】

  財務活動支出 409,572

    地方債等償還支出 378,192

    その他の支出 31,381

  財務活動収入 423,925

    地方債等発行収入 423,925

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 6,585

本年度歳計外現金増減額 -1,615

本年度末歳計外現金残高 4,970

本年度末現金預金残高 305,370

財務活動収支 14,353

本年度資金収支額 41,840

前年度末資金残高 258,559

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 300,399


