
【様式第1号】

自治体名：坂祝町

会計：連結会計 （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 15,961,496,044   固定負債 4,175,704,819

    有形固定資産 13,700,237,790     地方債等 2,604,662,524

      事業用資産 7,804,701,528     長期未払金 -

        土地 3,803,394,376     退職手当引当金 1,104,077,227

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,389,786,480     その他 466,965,068

        建物減価償却累計額 △ 4,191,348,945   流動負債 360,425,490

        工作物 2,529,316,689     １年内償還予定地方債等 230,836,448

        工作物減価償却累計額 △ 1,731,285,994     未払金 77,057,500

        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 49,732,194

        航空機 -     預り金 2,070,159

        航空機減価償却累計額 -     その他 729,189

        その他 15,661 負債合計 4,536,130,309

        その他減価償却累計額 △ 15,139 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,838,400   固定資産等形成分 17,293,624,362

      インフラ資産 5,640,111,854   余剰分（不足分） △ 3,451,863,908

        土地 310,902,739 　他団体出資等分 -

        建物 6,652,000

        建物減価償却累計額 △ 6,319,400

        工作物 21,176,376,306

        工作物減価償却累計額 △ 15,920,665,031

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 73,165,240

      物品 1,104,647,319

      物品減価償却累計額 △ 849,222,911

    無形固定資産 185

      ソフトウェア -

      その他 185

    投資その他の資産 2,261,258,069

      投資及び出資金 16,363,092

        有価証券 12,260,048

        出資金 4,103,044

        その他 -

      長期延滞債権 82,134,624

      長期貸付金 1,000,000

      基金 2,094,555,682

        減債基金 -

        その他 2,094,555,682

      その他 74,359,275

      徴収不能引当金 △ 7,154,604

  流動資産 2,416,394,719

    現金預金 1,025,939,448

    未収金 60,202,384

    短期貸付金 -

    基金 1,332,128,318

      財政調整基金 1,231,506,131

      減債基金 100,622,187

    棚卸資産 1,448,231

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 3,323,662

  繰延資産 - 純資産合計 13,841,760,454

資産合計 18,377,890,763 負債及び純資産合計 18,377,890,763

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：連結会計 （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 6,028,299,857

    業務費用 2,683,203,364

      人件費 836,290,637

        職員給与費 642,194,335

        賞与等引当金繰入額 49,732,194

        退職手当引当金繰入額 △ 128,508

        その他 144,492,616

      物件費等 1,721,052,006

        物件費 1,007,544,553

        維持補修費 73,741,166

        減価償却費 639,701,856

        その他 64,431

      その他の業務費用 125,860,721

        支払利息 18,518,055

        徴収不能引当金繰入額 31,786,599

        その他 75,556,067

    移転費用 3,345,096,493

      補助金等 1,526,943,315

      社会保障給付 1,684,497,871

      その他 133,655,307

  経常収益 387,868,602

    使用料及び手数料 232,478,996

    その他 155,389,606

純経常行政コスト 5,640,431,255

  臨時損失 14,597

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,587

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 5,640,340,255

    その他 13,010

  臨時利益 105,597

    資産売却益 105,597



【様式第3号】

自治体名：坂祝町

会計：連結会計 （単位：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 14,186,490,992 17,063,062,845 △ 2,876,571,853

  純行政コスト（△） △ 5,640,340,255 △ 5,640,340,255

  財源 5,289,079,683 5,289,079,683

    税収等 3,490,327,810 3,490,327,810

    国県等補助金 1,798,751,873 1,798,751,873

  本年度差額 △ 351,260,572 △ 351,260,572

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 748,780

  無償所管換等 29,503,842

　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 △ 23,747,272

  その他 24,684

  本年度純資産変動額 △ 344,730,538 230,561,517 △ 575,292,055

本年度末純資産残高 13,841,760,454 17,293,624,362 △ 3,451,863,908

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


