
【様式第1号】

自治体名：須恵町

会計：全体会計 （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 48,436,328   固定負債 15,933,825

    有形固定資産 46,461,483     地方債等 14,273,155

      事業用資産 25,745,330     長期未払金 -

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

        立木竹 605,463     損失補償等引当金 -

        建物 14,755,578     その他 729,282

        建物減価償却累計額 -7,868,480   流動負債 1,234,308

        工作物 888,086     １年内償還予定地方債等 986,317

        工作物減価償却累計額 -620,111     未払金 127,366

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 9

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 93,434

        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 17,168,133

        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 50,735,441

      インフラ資産 20,479,584   余剰分（不足分） -16,228,782

        土地 2,760,950   他団体出資等分 -

        建物 898,131

        建物減価償却累計額 -406,327

        工作物 30,897,472

        工作物減価償却累計額 -13,747,089

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 76,447

      物品 1,397,712

      物品減価償却累計額 -1,161,143

    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 1,967,848

      投資及び出資金 1,132,974

        有価証券 -

        出資金 1,132,974

        その他 -

      長期延滞債権 366,010

      長期貸付金 -

      基金 489,976

        減債基金 283,346

        その他 206,630

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,112

  流動資産 3,238,464

    現金預金 767,004

    未収金 177,267

    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 4,192

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,113

  繰延資産 - 純資産合計 34,506,659

資産合計 51,674,791 負債及び純資産合計 51,674,791

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：須恵町

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 17,554

    その他 -

純行政コスト 11,011,612

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 712

  臨時利益 17,554

  臨時損失 2,370

    災害復旧事業費 1,063

    資産除売却損 595

    使用料及び手数料 939,285

    その他 341,467

純経常行政コスト 11,026,795

      社会保障給付 1,245,124

      その他 15,809

  経常収益 1,280,751

        その他 51,854

    移転費用 7,210,245

      補助金等 5,949,311

      その他の業務費用 297,718

        支払利息 217,765

        徴収不能引当金繰入額 28,099

        維持補修費 189,644

        減価償却費 973,619

        その他 59,995

        その他 85,066

      物件費等 3,343,220

        物件費 2,119,962

        職員給与費 1,151,944

        賞与等引当金繰入額 93,434

        退職手当引当金繰入額 125,920

  経常費用 12,307,547

    業務費用 5,097,302

      人件費 1,456,364

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：千円）

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 34,462,683 50,501,777 -16,039,094 -

  純行政コスト（△） -11,011,612 -11,011,612 -

  財源 11,032,303 11,032,303 -

    税収等 8,196,325 8,196,325 -

    国県等補助金 2,835,978 2,835,978 -

  本年度差額 20,691 20,691 -

  固定資産等の変動（内部変動） 231,642 -231,642

    有形固定資産等の増加 1,484,018 -1,484,018

    有形固定資産等の減少 -974,340 974,340

    貸付金・基金等の増加 433,013 -433,013

    貸付金・基金等の減少 -711,048 711,048

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,022 2,022

  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 - - - -

  その他 21,263 - 21,263

  本年度純資産変動額 43,976 233,663 -189,688 -

本年度末純資産残高 34,506,659 50,735,441 -16,228,782 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 767,004

財務活動収支 252,221

本年度資金収支額 115,107

前年度末資金残高 624,714

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 739,821

    地方債等償還支出 998,273

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,250,494

    地方債等発行収入 1,250,494

    その他の収入 -

    資産売却収入 18,884

    その他の収入 -

投資活動収支 -902,132

【財務活動収支】

  財務活動支出 998,273

    その他の支出 -

  投資活動収入 626,922

    国県等補助金収入 276,457

    基金取崩収入 331,581

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,529,055

    公共施設等整備費支出 1,484,018

    基金積立金支出 28,540

    投資及び出資金支出 16,497

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 1,063

    その他の支出 712

  臨時収入 -

業務活動収支 765,018

【投資活動収支】

    税収等収入 8,184,208

    国県等補助金収入 2,583,621

    使用料及び手数料収入 948,984

    その他の収入 326,177

  臨時支出 1,776

    移転費用支出 7,210,245

      補助金等支出 5,949,311

      社会保障給付支出 1,245,124

      その他の支出 15,809

  業務収入 12,042,989

    業務費用支出 4,065,951

      人件費支出 1,436,115

      物件費等支出 2,376,817

      支払利息支出 208,716

      その他の支出 44,303

連結資金収支計算書
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 11,276,196


