
【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 36,543,472,117   固定負債 8,630,878,793

    有形固定資産 33,800,017,682     地方債 7,570,637,733

      事業用資産 18,271,591,008     長期未払金 -

        土地 9,829,193,726     退職手当引当金 1,035,269,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 23,608,784,746     その他 24,972,060

        建物減価償却累計額 -16,570,117,639   流動負債 840,698,140

        工作物 3,334,404,485     １年内償還予定地方債 689,566,340

        工作物減価償却累計額 -2,159,108,990     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 98,230,117

        航空機 -     預り金 21,382,279

        航空機減価償却累計額 -     その他 31,519,404

        その他 - 負債合計 9,471,576,933

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 228,434,680   固定資産等形成分 38,754,610,908

      インフラ資産 14,907,805,955   余剰分（不足分） -8,965,941,662

        土地 2,854,082,404

        建物 1,820,007,078

        建物減価償却累計額 -1,218,158,263

        工作物 34,160,985,218

        工作物減価償却累計額 -22,726,323,202

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 17,212,720

      物品 1,287,477,731

      物品減価償却累計額 -666,857,012

    無形固定資産 28,876,271

      ソフトウェア 28,876,271

      その他 -

    投資その他の資産 2,714,578,164

      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 155,600,429

      長期貸付金 -

      基金 2,002,927,428

        減債基金 -

        その他 2,002,927,428

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,809,994

  流動資産 2,716,774,062

    現金預金 462,455,731

    未収金 45,714,055

    短期貸付金 -

    基金 2,211,138,791

      財政調整基金 1,689,792,477

      減債基金 521,346,314

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,534,515 純資産合計 29,788,669,246

資産合計 39,260,246,179 負債及び純資産合計 39,260,246,179

貸借対照表
（令和2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）

    その他 -

純行政コスト 9,662,366,520

    その他 -

  臨時利益 18,541,277

    資産売却益 18,541,277

    資産除売却損 8,414,261

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 9,576,794,689

  臨時損失 104,113,108

    災害復旧事業費 95,698,847

  経常収益 391,943,941

    使用料及び手数料 132,950,988

    その他 258,992,953

      社会保障給付 1,750,524,289

      他会計への繰出金 491,364,129

      その他 455,985

        その他 50,201,627

    移転費用 5,161,387,236

      補助金等 2,919,042,833

      その他の業務費用 102,999,918

        支払利息 41,453,782

        徴収不能引当金繰入額 11,344,509

        維持補修費 153,432,149

        減価償却費 1,337,738,855

        その他 -

        その他 100,547,869

      物件費等 3,379,220,347

        物件費 1,888,049,343

        職員給与費 1,074,917,955

        賞与等引当金繰入額 98,230,117

        退職手当引当金繰入額 51,435,188

  経常費用 9,968,738,630

    業務費用 4,807,351,394

      人件費 1,325,131,129

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【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 30,568,304,683 39,679,681,800 -9,111,377,117

  純行政コスト（△） -9,662,366,520 -9,662,366,520

  財源 8,884,303,647 8,884,303,647

    税収等 6,260,518,899 6,260,518,899

    国県等補助金 2,623,784,748 2,623,784,748

  本年度差額 -778,062,873 -778,062,873

  固定資産等の変動（内部変動） -923,498,328 923,498,328

    有形固定資産等の増加 665,706,790 -665,706,790

    有形固定資産等の減少 -1,348,214,199 1,348,214,199

    貸付金・基金等の増加 375,214,167 -375,214,167

    貸付金・基金等の減少 -616,205,086 616,205,086

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,572,564 -1,572,564

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -779,635,437 -925,070,892 145,435,455

本年度末純資産残高 29,788,669,246 38,754,610,908 -8,965,941,662

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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）

前年度末歳計外現金残高 24,337,481

本年度歳計外現金増減額 -2,955,202

本年度末歳計外現金残高 21,382,279

本年度末現金預金残高 462,455,731

    その他の収入 -

財務活動収支 -78,013,779

本年度資金収支額 22,181,649

前年度末資金残高 418,891,803

本年度末資金残高 441,073,452

  財務活動支出 667,975,779

    地方債償還支出 634,048,263

    その他の支出 33,927,516

  財務活動収入 589,962,000

    地方債発行収入 589,962,000

    貸付金元金回収収入 50,255,288

    資産売却収入 28,091,560

    その他の収入 4,884,000

投資活動収支 -157,205,161

【財務活動収支】

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 828,118,676

    国県等補助金収入 241,041,151

    基金取崩収入 503,846,677

【投資活動収支】

  投資活動支出 985,323,837

    公共施設等整備費支出 665,706,790

    基金積立金支出 269,617,047

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 103,188,047

    災害復旧事業費支出 95,698,847

    その他の支出 7,489,200

  臨時収入 56,068,000

業務活動収支 257,400,589

  業務収入 8,963,915,571

    税収等収入 6,248,865,809

    国県等補助金収入 2,326,675,597

    使用料及び手数料収入 132,653,888

    その他の収入 255,720,277

    移転費用支出 5,161,387,236

      補助金等支出 2,919,042,833

      社会保障給付支出 1,750,524,289

      他会計への繰出支出 491,364,129

      その他の支出 455,985

    業務費用支出 3,498,007,699

      人件費支出 1,368,668,094

      物件費等支出 2,041,481,492

      支払利息支出 41,453,782

      その他の支出 46,404,331

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,659,394,935


