
【様式第1号】

江府町_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 18,994,904   固定負債 3,620,200

    有形固定資産 18,446,858     地方債 3,588,424

      事業用資産 4,385,368     長期未払金 -

        土地 780,695     退職手当引当金 23,593

        立木竹 -     損失補償等引当金 5,066

        建物 7,712,412     その他 3,116

        建物減価償却累計額 -4,289,663   流動負債 390,103

        工作物 382,009     １年内償還予定地方債 342,791

        工作物減価償却累計額 -202,775     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 36,262

        航空機 -     預り金 4,028

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,023

        その他 - 負債合計 4,010,303

        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 19,933,387

      インフラ資産 13,966,533   余剰分（不足分） -3,748,963

        土地 309,981

        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 909,961

      物品減価償却累計額 -815,004

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 548,046

      投資及び出資金 96,968

        有価証券 51,335

        出資金 45,633

        その他 -

      投資損失引当金 -6,112

      長期延滞債権 19,794

      長期貸付金 1,072

      基金 436,955

        減債基金 -

        その他 436,955

      その他 -

      徴収不能引当金 -631

  流動資産 1,199,823

    現金預金 258,593

    未収金 2,843

    短期貸付金 684

    基金 937,799

      財政調整基金 848,363

      減債基金 89,436

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -95 純資産合計 16,184,424

資産合計 20,194,727 負債及び純資産合計 20,194,727

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

江府町_一般会計等 （単位：千円）

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 3,827,370

    業務費用 2,397,346

      人件費 649,920

        職員給与費 515,588

        賞与等引当金繰入額 36,262

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 98,070

      物件費等 1,701,697

        物件費 732,617

        維持補修費 74,203

        減価償却費 892,151

        その他 2,726

      その他の業務費用 45,730

        支払利息 32,733

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 12,997

    移転費用 1,430,023

      補助金等 894,196

      社会保障給付 173,734

      他会計への繰出金 361,308

      その他 785

  経常収益 193,719

    使用料及び手数料 23,358

    その他 170,361

純経常行政コスト 3,633,651

  臨時損失 3,224

    災害復旧事業費 1,269

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 1,956

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 964

純行政コスト 3,632,696

    その他 -

  臨時利益 4,179

    資産売却益 3,215



【様式第3号】

江府町_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 17,273,996 21,090,362 -3,816,366

  純行政コスト（△） -3,632,696 -3,632,696

  財源 2,987,682 2,987,682

    税収等 2,337,982 2,337,982

    国県等補助金 649,700 649,700

  本年度差額 -645,014 -645,014

  固定資産等の変動（内部変動） -708,607 708,607

    有形固定資産等の増加 125,945 -125,945

    有形固定資産等の減少 -892,151 892,151

    貸付金・基金等の増加 72,312 -72,312

    貸付金・基金等の減少 -14,713 14,713

  資産評価差額 190 190

  無償所管換等 -444,748 -444,748

  その他 - -3,811 3,811

  本年度純資産変動額 -1,089,572 -1,156,976 67,404

本年度末純資産残高 16,184,424 19,933,387 -3,748,963

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_一般会計等 （単位：千円）

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 2,932,749

    業務費用支出 1,502,725

      人件費支出 647,449

      物件費等支出 814,246

      支払利息支出 32,733

      その他の支出 8,297

    移転費用支出 1,430,023

      補助金等支出 894,196

      社会保障給付支出 173,734

      他会計への繰出支出 361,308

      その他の支出 785

  業務収入 3,038,806

    税収等収入 2,339,843

    国県等補助金収入 606,703

    使用料及び手数料収入 23,464

    その他の収入 68,795

  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 106,200

【投資活動収支】

  投資活動支出 198,257

    公共施設等整備費支出 125,945

    基金積立金支出 65,812

    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 59,513

    国県等補助金収入 41,585

    基金取崩収入 7,425

    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 -138,744

【財務活動収支】

  財務活動支出 353,695

    地方債償還支出 345,042

    その他の支出 8,653

  財務活動収入 414,025

    地方債発行収入 414,025

前年度末歳計外現金残高 5,455

本年度歳計外現金増減額 -1,427

本年度末歳計外現金残高 4,028

本年度末現金預金残高 258,593

    その他の収入 -

財務活動収支 60,330

本年度資金収支額 27,786

前年度末資金残高 226,779

本年度末資金残高 254,565


