
【様式第1号】

自治体名：須恵町
会計：一般会計 （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 34,995,344   固定負債 7,144,011

    有形固定資産 33,311,529     地方債 6,284,464

      事業用資産 25,813,117     長期未払金 -

        土地 17,981,178     退職手当引当金 834,599

        立木竹 603,824     損失補償等引当金 -

        建物 15,344,342     その他 24,948

        建物減価償却累計額 -8,596,597   流動負債 675,154

        工作物 987,515     １年内償還予定地方債 518,850

        工作物減価償却累計額 -673,728     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 87,753

        航空機 -     預り金 58,571

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,979

        その他 - 負債合計 7,819,165

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 166,583   固定資産等形成分 37,530,132

      インフラ資産 7,393,782   余剰分（不足分） -7,318,236

        土地 2,287,459

        建物 44,681

        建物減価償却累計額 -26,651

        工作物 13,321,535

        工作物減価償却累計額 -8,243,358

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,117

      物品 534,939

      物品減価償却累計額 -430,309

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,683,815

      投資及び出資金 1,161,850

        有価証券 1,000

        出資金 1,160,850

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 112,502

      長期貸付金 -

      基金 416,045

        減債基金 283,914

        その他 132,131

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,582

  流動資産 3,035,717

    現金預金 464,144

    未収金 37,763

    短期貸付金 -

    基金 2,534,788

      財政調整基金 2,534,788

      減債基金 -

    棚卸資産 1,215

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,193 純資産合計 30,211,896

資産合計 38,031,061 負債及び純資産合計 38,031,061

貸借対照表
（平成31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 （単位：千円）

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 7,611,873

    業務費用 3,891,357

      人件費 1,190,245

        職員給与費 1,026,789

        賞与等引当金繰入額 87,753

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 75,703

      物件費等 2,611,166

        物件費 1,887,851

        維持補修費 63,969

        減価償却費 659,346

        その他 -

      その他の業務費用 89,946

        支払利息 38,598

        徴収不能引当金繰入額 8,775

        その他 42,574

    移転費用 3,720,515

      補助金等 1,635,098

      社会保障給付 1,349,729

      他会計への繰出金 719,194

      その他 16,494

  経常収益 430,063

    使用料及び手数料 148,134

    その他 281,929

純経常行政コスト 7,181,809

  臨時損失 1,210

    災害復旧事業費 301

    資産除売却損 910

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 7,177,969

    その他 -

  臨時利益 5,051

    資産売却益 5,051



【様式第3号】

自治体名：須恵町

会計：一般会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 30,162,574 37,518,894 -7,356,320

  純行政コスト（△） -7,177,969 -7,177,969

  財源 7,241,646 7,241,646

    税収等 5,731,905 5,731,905

    国県等補助金 1,509,742 1,509,742

  本年度差額 63,678 63,678

  固定資産等の変動（内部変動） 25,593 -25,593

    有形固定資産等の増加 468,306 -468,306

    有形固定資産等の減少 -662,485 662,485

    貸付金・基金等の増加 344,835 -344,835

    貸付金・基金等の減少 -125,063 125,063

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -14,356 -14,356

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 49,322 11,237 38,084

本年度末純資産残高 30,211,896 37,530,132 -7,318,236

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：須恵町

会計：一般会計 （単位：千円）

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 6,936,670

    業務費用支出 3,216,155

      人件費支出 1,185,255

      物件費等支出 1,951,748

      支払利息支出 38,598

      その他の支出 40,554

    移転費用支出 3,720,515

      補助金等支出 1,635,098

      社会保障給付支出 1,349,729

      他会計への繰出支出 719,194

      その他の支出 16,494

  業務収入 7,539,483

    税収等収入 5,725,130

    国県等補助金収入 1,470,921

    使用料及び手数料収入 148,134

    その他の収入 195,298

  臨時支出 301

    災害復旧事業費支出 301

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 602,512

【投資活動収支】

  投資活動支出 694,647

    公共施設等整備費支出 468,306

    基金積立金支出 212,816

    投資及び出資金支出 13,525

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 46,102

    国県等補助金収入 38,821

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 7,281

    その他の収入 -

投資活動収支 -648,545

【財務活動収支】

  財務活動支出 497,659

    地方債償還支出 487,680

    その他の支出 9,979

  財務活動収入 609,600

    地方債発行収入 609,600

前年度末歳計外現金残高 39,761

本年度歳計外現金増減額 18,810

本年度末歳計外現金残高 58,571

本年度末現金預金残高 464,144

    その他の収入 -

財務活動収支 111,941

本年度資金収支額 65,908

前年度末資金残高 339,664

本年度末資金残高 405,573


