
【様式第1号】

江府町_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 21,149,733   固定負債 5,258,164

    有形固定資産 19,969,112     地方債等 4,593,498

      事業用資産 5,780,525     長期未払金 -

        土地 834,802     退職手当引当金 620,187

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,143,208     その他 44,479

        建物減価償却累計額 -4,914,839   流動負債 507,416

        工作物 601,483     １年内償還予定地方債等 420,062

        工作物減価償却累計額 -376,695     未払金 19,093

        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 54,700

        航空機 -     預り金 5,393

        航空機減価償却累計額 -     その他 8,168

        その他 749 負債合計 5,765,580

        その他減価償却累計額 -81 【純資産の部】

        建設仮勘定 491,898   固定資産等形成分 22,209,817

      インフラ資産 13,966,533   余剰分（不足分） -5,265,010

        土地 309,981   他団体出資等分 17,035

        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 1,349,575

      物品減価償却累計額 -1,127,522

    無形固定資産 216

      ソフトウェア 13

      その他 203

    投資その他の資産 1,180,406

      投資及び出資金 38,228

        有価証券 2,585

        出資金 35,643

        その他 -

      長期延滞債権 31,245

      長期貸付金 1,072

      基金 1,110,963

        減債基金 -

        その他 1,110,963

      その他 19

      徴収不能引当金 -1,121

  流動資産 1,577,689

    現金預金 474,101

    未収金 40,081

    短期貸付金 1,654

    基金 1,058,429

      財政調整基金 968,994

      減債基金 89,436

    棚卸資産 2,775

    その他 931

    徴収不能引当金 -283

  繰延資産 - 純資産合計 16,961,842

資産合計 22,727,422 負債及び純資産合計 22,727,422

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_連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,225

    その他 -

純行政コスト 4,182,574

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 9,245

  臨時利益 3,225

  臨時損失 10,559

    災害復旧事業費 1,269

    資産除売却損 46

    使用料及び手数料 191,646

    その他 475,999

純経常行政コスト 4,175,239

      社会保障給付 173,876

      その他 8,183

  経常収益 667,644

        その他 93,268

    移転費用 1,623,031

      補助金等 1,254,487

      その他の業務費用 145,917

        支払利息 52,617

        徴収不能引当金繰入額 31

        維持補修費 81,276

        減価償却費 961,446

        その他 17,797

        その他 133,829

      物件費等 2,017,604

        物件費 957,085

        職員給与費 847,662

        賞与等引当金繰入額 54,700

        退職手当引当金繰入額 20,141

  経常費用 4,842,884

    業務費用 3,219,852

      人件費 1,056,332

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



【様式第3号】

江府町_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 17,231,185 22,156,362 -4,939,824 14,646

  純行政コスト（△） -4,182,574 -4,184,962 2,389

  財源 3,913,040 3,913,040 -

    税収等 2,355,363 2,355,363 -

    国県等補助金 1,557,678 1,557,678 -

  本年度差額 -269,533 -271,922 2,389

  固定資産等の変動（内部変動） -440,110 440,110

    有形固定資産等の増加 495,501 -495,501

    有形固定資産等の減少 -961,507 961,507

    貸付金・基金等の増加 87,221 -87,221

    貸付金・基金等の減少 -61,325 61,325

  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 - 493,374 -493,374

  本年度純資産変動額 -269,343 53,454 -325,186 2,389

本年度末純資産残高 16,961,842 22,209,817 -5,265,010 17,035

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_連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 6,921

本年度歳計外現金増減額 -1,650

本年度末歳計外現金残高 5,272

本年度末現金預金残高 474,101

財務活動収支 -32,245

本年度資金収支額 48,133

前年度末資金残高 420,696

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 468,829

    地方債等償還支出 432,835

    その他の支出 31,381

  財務活動収入 431,970

    地方債等発行収入 431,970

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,225

    その他の収入 232,394

投資活動収支 -139,934

【財務活動収支】

  財務活動支出 464,215

    その他の支出 -

  投資活動収入 442,213

    国県等補助金収入 145,830

    基金取崩収入 53,477

    貸付金元金回収収入 7,288

  投資活動支出 582,147

    公共施設等整備費支出 495,486

    基金積立金支出 80,041

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,620

    災害復旧事業費支出 1,269

    その他の支出 9,245

  臨時収入 1,411

業務活動収支 220,312

【投資活動収支】

    税収等収入 2,120,555

    国県等補助金収入 1,411,334

    使用料及び手数料収入 183,694

    その他の収入 382,490

  臨時支出 10,514

    移転費用支出 1,623,742

      補助金等支出 1,254,487

      社会保障給付支出 173,876

      その他の支出 8,894

  業務収入 4,098,074

    業務費用支出 2,244,918

      人件費支出 1,048,172

      物件費等支出 1,065,418

      支払利息支出 52,617

      その他の支出 78,710

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 3,868,660


