
【様式第1号】

自治体名：坂祝町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 13,891,978,221   固定負債 2,485,067,470

    有形固定資産 12,228,793,455     地方債 2,485,067,470

      事業用資産 7,527,701,239     長期未払金 -

        土地 3,737,559,804     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,021,377,137     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 4,029,631,231   流動負債 260,893,490

        工作物 2,489,966,760     １年内償還予定地方債 216,508,376

        工作物減価償却累計額 △ 1,696,409,631     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 42,315,550

        航空機 -     預り金 2,069,564

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,745,960,960

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,838,400   固定資産等形成分 14,959,956,798

      インフラ資産 4,601,142,678   余剰分（不足分） △ 2,558,520,399

        土地 307,799,849

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 18,922,394,509

        工作物減価償却累計額 △ 14,696,716,920

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 67,665,240

      物品 340,218,144

      物品減価償却累計額 △ 240,268,606

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,663,184,766

      投資及び出資金 672,977,826

        有価証券 5,640,480

        出資金 667,337,346

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 41,787,484

      長期貸付金 1,000,000

      基金 951,765,354

        減債基金 -

        その他 951,765,354

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 4,345,898

  流動資産 1,255,419,138

    現金預金 174,408,886

    未収金 14,544,280

    短期貸付金 -

    基金 1,067,978,577

      財政調整基金 967,356,390

      減債基金 100,622,187

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 1,512,605 純資産合計 12,401,436,399

資産合計 15,147,397,359 負債及び純資産合計 15,147,397,359

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：坂祝町

会計：一般会計等 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,378,795,825

    業務費用 2,176,956,689

      人件費 727,267,692

        職員給与費 547,355,318

        賞与等引当金繰入額 42,315,550

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 137,596,824

      物件費等 1,393,125,847

        物件費 773,168,393

        維持補修費 64,260,842

        減価償却費 555,696,612

        その他 -

      その他の業務費用 56,563,150

        支払利息 17,749,063

        徴収不能引当金繰入額 28,225,339

        その他 10,588,748

    移転費用 1,201,839,136

      補助金等 528,735,692

      社会保障給付 369,415,871

      他会計への繰出金 267,502,973

      その他 36,184,600

  経常収益 151,475,239

    使用料及び手数料 46,592,281

    その他 104,882,958

純経常行政コスト 3,227,320,586

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 3,227,320,586

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

自治体名：坂祝町

会計：一般会計等 （単位：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 12,810,624,161 15,448,238,738 △ 2,637,614,577

  純行政コスト（△） △ 3,227,320,586 △ 3,227,320,586

  財源 2,783,543,285 2,783,543,285

    税収等 2,300,117,062 2,300,117,062

    国県等補助金 483,426,223 483,426,223

  本年度差額 △ 443,777,301 △ 443,777,301

  固定資産等の変動（内部変動） △ 522,871,479 522,871,479

    有形固定資産等の増加 235,276,485 △ 235,276,485

    有形固定資産等の減少 △ 555,696,612 555,696,612

    貸付金・基金等の増加 12,135,013 △ 12,135,013

    貸付金・基金等の減少 △ 214,586,365 214,586,365

  資産評価差額 748,780 748,780

  無償所管換等 33,840,759 33,840,759

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 409,187,762 △ 488,281,940 79,094,178

本年度末純資産残高 12,401,436,399 14,959,956,798 △ 2,558,520,399

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：坂祝町

会計：一般会計等 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,794,017,782

    業務費用支出 1,592,178,646

      人件費支出 726,411,600

      物件費等支出 837,429,235

      支払利息支出 17,749,063

      その他の支出 10,588,748

    移転費用支出 1,201,839,136

      補助金等支出 528,735,692

      社会保障給付支出 369,415,871

      他会計への繰出支出 267,502,973

      その他の支出 36,184,600

  業務収入 2,902,062,025

    税収等収入 2,298,073,343

    国県等補助金収入 475,413,223

    使用料及び手数料収入 46,560,501

    その他の収入 82,014,958

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 108,044,243

【投資活動収支】

  投資活動支出 250,911,498

    公共施設等整備費支出 235,276,485

    基金積立金支出 12,135,013

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,500,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 222,575,000

    国県等補助金収入 8,013,000

    基金取崩収入 211,062,000

    貸付金元金回収収入 3,500,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 28,336,498

【財務活動収支】

  財務活動支出 216,082,067

    地方債償還支出 216,082,067

    その他の支出 -

  財務活動収入 207,782,000

    地方債発行収入 207,782,000

前年度末歳計外現金残高 2,251,285

本年度歳計外現金増減額 △ 181,721

本年度末歳計外現金残高 2,069,564

本年度末現金預金残高 174,408,886

    その他の収入 -

財務活動収支 △ 8,300,067

本年度資金収支額 71,407,678

前年度末資金残高 100,931,644

本年度末資金残高 172,339,322


