
【様式第1号】

自治体名：須恵町

会計：一般会計等 （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 35,046,317   固定負債 6,950,804

    有形固定資産 33,382,501     地方債 6,019,417

      事業用資産 25,743,691     長期未払金 -

        土地 17,961,854     退職手当引当金 931,387

        立木竹 603,824     損失補償等引当金 -

        建物 14,755,578     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,868,480   流動負債 625,669

        工作物 888,086     １年内償還予定地方債 517,998

        工作物減価償却累計額 -620,111     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 80,488

        航空機 -     預り金 27,183

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,576,474

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 22,939   固定資産等形成分 37,345,430

      インフラ資産 7,491,437   余剰分（不足分） -7,192,411

        土地 2,227,307

        建物 44,681

        建物減価償却累計額 -24,455

        工作物 13,031,197

        工作物減価償却累計額 -7,798,224

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,931

      物品 523,706

      物品減価償却累計額 -376,333

    無形固定資産 6,997

      ソフトウェア 6,997

      その他 -

    投資その他の資産 1,656,819

      投資及び出資金 1,132,974

        有価証券 -

        出資金 1,132,974

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 114,273

      長期貸付金 -

      基金 415,157

        減債基金 283,346

        その他 131,811

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,584

  流動資産 2,683,176

    現金預金 347,630

    未収金 36,918

    短期貸付金 -

    基金 2,299,113

      財政調整基金 2,299,113

      減債基金 -

    棚卸資産 1,345

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,830 純資産合計 30,153,019

資産合計 37,729,493 負債及び純資産合計 37,729,493

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：須恵町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 7,307,762

    その他 -

  臨時利益 17,554

    資産売却益 17,554

    資産除売却損 68

    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 7,324,185

  臨時損失 1,131

    災害復旧事業費 1,063

  経常収益 427,417

    使用料及び手数料 144,376

    その他 283,042

      社会保障給付 1,245,124

      他会計への繰出金 679,412

      その他 6,117

        その他 31,236

    移転費用 3,763,376

      補助金等 1,832,722

      その他の業務費用 94,090

        支払利息 55,440

        徴収不能引当金繰入額 7,414

        維持補修費 161,523

        減価償却費 573,728

        その他 59,944

        その他 72,779

      物件費等 2,613,284

        物件費 1,818,089

        職員給与費 1,001,666

        賞与等引当金繰入額 80,488

        退職手当引当金繰入額 125,920

  経常費用 7,751,602

    業務費用 3,988,226

      人件費 1,280,852

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】

自治体名：須恵町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 30,242,619 37,256,751 -7,014,131

  純行政コスト（△） -7,307,762 -7,307,762

  財源 7,216,140 7,216,140

    税収等 5,591,970 5,591,970

    国県等補助金 1,624,170 1,624,170

  本年度差額 -91,621 -91,621

  固定資産等の変動（内部変動） 86,658 -86,658

    有形固定資産等の増加 938,380 -938,380

    有形固定資産等の減少 -573,922 573,922

    貸付金・基金等の増加 141,678 -141,678

    貸付金・基金等の減少 -419,478 419,478

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,022 2,022

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -89,600 88,680 -178,280

本年度末純資産残高 30,153,019 37,345,430 -7,192,411

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】

自治体名：須恵町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 33,280

本年度歳計外現金増減額 -6,097

本年度末歳計外現金残高 27,183

本年度末現金預金残高 347,630

    その他の収入 -

財務活動収支 216,232

本年度資金収支額 59,095

前年度末資金残高 261,352

本年度末資金残高 320,447

  財務活動支出 547,362

    地方債償還支出 547,362

    その他の支出 -

  財務活動収入 763,594

    地方債発行収入 763,594

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 18,884

    その他の収入 -

投資活動収支 -512,196

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 448,241

    国県等補助金収入 129,357

    基金取崩収入 300,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 960,437

    公共施設等整備費支出 938,380

    基金積立金支出 5,560

    投資及び出資金支出 16,497

  臨時支出 1,063

    災害復旧事業費支出 1,063

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 355,059

  業務収入 7,508,945

    税収等収入 5,590,466

    国県等補助金収入 1,494,813

    使用料及び手数料収入 144,413

    その他の収入 279,253

    移転費用支出 3,763,376

      補助金等支出 1,832,722

      社会保障給付支出 1,245,124

      他会計への繰出支出 679,412

      その他の支出 6,117

    業務費用支出 3,389,447

      人件費支出 1,261,870

      物件費等支出 2,046,730

      支払利息支出 55,440

      その他の支出 25,407

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 7,152,823


