
【様式第1号】

自治体名：岡垣町
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 37,471,381,749   固定負債 8,807,246,537

    有形固定資産 34,460,547,092     地方債 7,670,242,073

      事業用資産 18,311,723,529     長期未払金 -

        土地 9,839,669,064     退職手当引当金 1,081,584,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 23,369,863,762     その他 55,420,464

        建物減価償却累計額 -16,220,266,965   流動負債 788,836,342

        工作物 3,282,361,962     １年内償還予定地方債 634,048,263

        工作物減価償却累計額 -2,046,131,494     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 95,452,082

        航空機 -     預り金 24,337,481

        航空機減価償却累計額 -     その他 34,998,516

        その他 - 負債合計 9,596,082,879

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 86,227,200   固定資産等形成分 39,679,681,800

      インフラ資産 15,430,527,557   余剰分（不足分） -9,111,377,117

        土地 2,852,133,118

        建物 1,820,007,078

        建物減価償却累計額 -1,168,915,993

        工作物 34,016,565,725

        工作物減価償却累計額 -22,112,663,811

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 23,401,440

      物品 1,279,410,871

      物品減価償却累計額 -561,114,865

    無形固定資産 52,426,834

      ソフトウェア 52,426,834

      その他 -

    投資その他の資産 2,958,407,823

      投資及び出資金 564,860,301

        有価証券 -

        出資金 564,860,301

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 162,433,348

      長期貸付金 -

      基金 2,240,241,622

        減債基金 -

        その他 2,240,241,622

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,127,448

  流動資産 2,693,005,813

    現金預金 443,229,284

    未収金 43,973,075

    短期貸付金 245,824

    基金 2,208,054,227

      財政調整基金 1,686,942,590

      減債基金 521,111,637

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,496,597 純資産合計 30,568,304,683

資産合計 40,164,387,562 負債及び純資産合計 40,164,387,562

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岡垣町
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 9,540,428,599

    業務費用 4,673,915,708

      人件費 1,375,309,057

        職員給与費 1,094,326,408

        賞与等引当金繰入額 95,452,082

        退職手当引当金繰入額 86,099,232

        その他 99,431,335

      物件費等 3,212,292,958

        物件費 1,876,656,961

        維持補修費 73,693,060

        減価償却費 1,261,942,937

        その他 -

      その他の業務費用 86,313,693

        支払利息 47,982,326

        徴収不能引当金繰入額 11,624,045

        その他 26,707,322

    移転費用 4,866,512,891

      補助金等 2,683,947,335

      社会保障給付 1,692,207,358

      他会計への繰出金 489,419,698

      その他 938,500

  経常収益 343,792,381

    使用料及び手数料 139,682,050

    その他 204,110,331

純経常行政コスト 9,196,636,218

  臨時損失 110,227,835

    災害復旧事業費 104,897,847

    資産除売却損 5,329,988

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,963,000

純行政コスト 9,285,471,424

    その他 -

  臨時利益 21,392,629

    資産売却益 17,429,629



【様式第3号】

自治体名：岡垣町
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 31,433,385,140 40,445,406,861 -9,012,021,721

  純行政コスト（△） -9,285,471,424 -9,285,471,424

  財源 8,394,433,455 8,394,433,455

    税収等 6,252,758,316 6,252,758,316

    国県等補助金 2,141,675,139 2,141,675,139

  本年度差額 -891,037,969 -891,037,969

  固定資産等の変動（内部変動） -791,682,573 791,682,573

    有形固定資産等の増加 825,008,190 -825,008,190

    有形固定資産等の減少 -1,303,382,696 1,303,382,696

    貸付金・基金等の増加 537,142,949 -537,142,949

    貸付金・基金等の減少 -850,451,016 850,451,016

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 25,957,512 25,957,512

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -865,080,457 -765,725,061 -99,355,396

本年度末純資産残高 30,568,304,683 39,679,681,800 -9,111,377,117

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：岡垣町
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 8,311,640,039

    業務費用支出 3,445,127,148

      人件費支出 1,420,087,479

      物件費等支出 1,950,350,021

      支払利息支出 47,982,326

      その他の支出 26,707,322

    移転費用支出 4,866,512,891

      補助金等支出 2,683,947,335

      社会保障給付支出 1,692,207,358

      他会計への繰出支出 489,419,698

      その他の支出 938,500

  業務収入 8,491,236,209

    税収等収入 6,245,585,580

    国県等補助金収入 1,903,210,250

    使用料及び手数料収入 139,935,910

    その他の収入 202,504,469

  臨時支出 107,435,847

    災害復旧事業費支出 104,897,847

    その他の支出 2,538,000

  臨時収入 29,188,483

業務活動収支 101,348,806

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,194,736,828

    公共施設等整備費支出 825,008,190

    基金積立金支出 319,728,638

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 951,852,551

    国県等補助金収入 213,239,406

    基金取崩収入 631,936,826

    貸付金元金回収収入 50,598,919

    資産売却収入 56,077,400

    その他の収入 -

投資活動収支 -242,884,277

【財務活動収支】

  財務活動支出 630,623,402

    地方債償還支出 591,218,405

    その他の支出 39,404,997

  財務活動収入 843,445,000

    地方債発行収入 843,445,000

前年度末歳計外現金残高 23,878,651

本年度歳計外現金増減額 458,830

本年度末歳計外現金残高 24,337,481

本年度末現金預金残高 443,229,284

    その他の収入 -

財務活動収支 212,821,598

本年度資金収支額 71,286,127

前年度末資金残高 347,605,676

本年度末資金残高 418,891,803


