
【様式第1号】

自治体名：須恵町

会計：連結会計 （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 51,503,604   固定負債 17,327,558

    有形固定資産 49,661,756     地方債等 14,926,525

      事業用資産 27,253,750     長期未払金 -

        土地 18,218,671     退職手当引当金 1,117,517

        立木竹 605,463     損失補償等引当金 -

        建物 16,940,141     その他 1,283,516

        建物減価償却累計額 -8,857,292   流動負債 1,525,842

        工作物 957,157     １年内償還予定地方債等 1,078,473

        工作物減価償却累計額 -634,894     未払金 235,680

        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 108,725

        航空機 -     預り金 28,366

        航空機減価償却累計額 -     その他 74,590

        その他 - 負債合計 18,853,400

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 24,503   固定資産等形成分 53,886,140

      インフラ資産 21,870,065   余剰分（不足分） -17,479,872

        土地 2,875,199   他団体出資等分 -

        建物 1,211,920

        建物減価償却累計額 -550,423

        工作物 32,345,276

        工作物減価償却累計額 -14,348,659

        その他 1,131

        その他減価償却累計額 -298

        建設仮勘定 335,917

      物品 2,188,835

      物品減価償却累計額 -1,650,893

    無形固定資産 863,886

      ソフトウェア 7,003

      その他 856,883

    投資その他の資産 977,962

      投資及び出資金 7,443

        有価証券 -

        出資金 7,443

        その他 -

      長期延滞債権 373,783

      長期貸付金 -

      基金 621,190

        減債基金 283,346

        その他 337,844

      その他 603

      徴収不能引当金 -25,056

  流動資産 3,756,063

    現金預金 1,166,610

    未収金 211,745

    短期貸付金 -

    基金 2,382,536

      財政調整基金 2,382,536

      減債基金 -

    棚卸資産 4,192

    その他 93

    徴収不能引当金 -9,113

  繰延資産 - 純資産合計 36,406,268

資産合計 55,259,668 負債及び純資産合計 55,259,668

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 17,554

    その他 78

純行政コスト 15,468,125

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 712

  臨時利益 17,632

  臨時損失 2,851

    災害復旧事業費 1,063

    資産除売却損 1,076

    使用料及び手数料 1,119,291

    その他 636,192

純経常行政コスト 15,482,905

      社会保障給付 1,245,124

      その他 20,885

  経常収益 1,755,484

        その他 227,140

    移転費用 11,079,927

      補助金等 9,813,918

      その他の業務費用 489,096

        支払利息 233,765

        徴収不能引当金繰入額 28,191

        維持補修費 208,380

        減価償却費 1,138,464

        その他 60,041

        その他 89,678

      物件費等 3,950,378

        物件費 2,543,493

        職員給与費 1,386,974

        賞与等引当金繰入額 108,725

        退職手当引当金繰入額 133,611

  経常費用 17,238,389

    業務費用 6,158,462

      人件費 1,718,988

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：連結会計 （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 37,309,943 54,827,668 -17,517,725 -

  純行政コスト（△） -15,468,125 -15,468,125 -

  財源 15,637,493 15,637,493 -

    税収等 11,722,600 11,722,600 -

    国県等補助金 3,914,893 3,914,893 -

  本年度差額 169,368 169,368 -

  固定資産等の変動（内部変動） 151,502 -151,502

    有形固定資産等の増加 1,536,732 -1,536,732

    有形固定資産等の減少 -1,139,667 1,139,667

    貸付金・基金等の増加 466,853 -466,853

    貸付金・基金等の減少 -712,417 712,417

  資産評価差額 27 27

  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 -1,075,091 -1,095,078 19,987

  本年度純資産変動額 -903,675 -941,528 37,853 -

本年度末純資産残高 36,406,268 53,886,140 -17,479,872 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 33,354

本年度歳計外現金増減額 -6,110

本年度末歳計外現金残高 27,245

本年度末現金預金残高 1,166,610

財務活動収支 189,322

本年度資金収支額 156,692

前年度末資金残高 982,674

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,139,366

    地方債等償還支出 1,090,208

    その他の支出 602

  財務活動収入 1,280,132

    地方債等発行収入 1,280,107

    その他の収入 25

    資産売却収入 18,884

    その他の収入 1,944

投資活動収支 -1,113,268

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,090,810

    その他の支出 139,264

  投資活動収入 637,661

    国県等補助金収入 284,304

    基金取崩収入 332,523

    貸付金元金回収収入 6

  投資活動支出 1,750,929

    公共施設等整備費支出 1,533,480

    基金積立金支出 78,179

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6

    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 1,080,638

【投資活動収支】

    税収等収入 11,710,792

    国県等補助金収入 3,645,127

    使用料及び手数料収入 1,136,921

    その他の収入 621,506

  臨時支出 1,776

    移転費用支出 11,079,927

      補助金等支出 9,813,918

      社会保障給付支出 1,245,124

      その他の支出 20,885

  業務収入 17,114,347

    業務費用支出 4,952,007

      人件費支出 1,689,972

      物件費等支出 2,831,048

      支払利息支出 224,716

      その他の支出 206,271

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 16,031,933


