
【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 48,700,615   固定負債 16,096,807

    有形固定資産 46,732,904     地方債等 14,509,126

      事業用資産 25,814,757     長期未払金 -

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

        立木竹 605,463     損失補償等引当金 -

        建物 15,344,342     その他 753,081

        建物減価償却累計額 -8,596,597   流動負債 1,295,650

        工作物 987,515     １年内償還予定地方債等 1,024,802

        工作物減価償却累計額 -673,728     未払金 103,102

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 1

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 99,195

        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 17,392,457

        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 51,235,403

      インフラ資産 20,600,773   余剰分（不足分） -16,267,030

        土地 2,821,102   他団体出資等分 -

        建物 898,131

        建物減価償却累計額 -449,643

        工作物 32,139,932

        工作物減価償却累計額 -14,850,719

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 41,970

      物品 1,547,217

      物品減価償却累計額 -1,229,842

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,967,711

      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 -

      長期延滞債権 359,140

      長期貸付金 -

      基金 468,933

        減債基金 283,914

        その他 185,019

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,212

  流動資産 3,660,215

    現金預金 959,815

    未収金 174,268

    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 4,123

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,779

  繰延資産 - 純資産合計 34,968,373

資産合計 52,360,830 負債及び純資産合計 52,360,830

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：須恵町
会計：全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 11,575,366

    業務費用 5,005,491

      人件費 1,351,278

        職員給与費 1,163,391

        賞与等引当金繰入額 99,195

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 88,692

      物件費等 3,354,690

        物件費 2,216,650

        維持補修費 99,935

        減価償却費 1,038,105

        その他 -

      その他の業務費用 299,523

        支払利息 181,661

        徴収不能引当金繰入額 29,295

        その他 88,566

    移転費用 6,569,875

      補助金等 5,150,539

      社会保障給付 1,349,729

      その他 69,607

  経常収益 1,310,640

    使用料及び手数料 971,236

    その他 339,404

純経常行政コスト 10,264,726

  臨時損失 2,849

    災害復旧事業費 301

    資産除売却損 2,110

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 439

  臨時利益 5,051

    資産売却益 5,051

    その他 -

純行政コスト 10,262,524



【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 34,702,901 51,051,718 -16,348,817 -

  純行政コスト（△） -10,262,524 -10,262,524 -

  財源 10,522,261 10,522,261 -

    税収等 6,581,387 6,581,387 -

    国県等補助金 3,940,874 3,940,874 -

  本年度差額 259,737 259,737 -

  固定資産等の変動（内部変動） 200,298 -200,298

    有形固定資産等の増加 1,038,560 -1,038,560

    有形固定資産等の減少 -1,042,444 1,042,444

    貸付金・基金等の増加 622,753 -622,753

    貸付金・基金等の減少 -418,571 418,571

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -16,613 -16,613

  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 22,348 - 22,348

  本年度純資産変動額 265,472 183,685 81,787 -

本年度末純資産残高 34,968,373 51,235,403 -16,267,030 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 10,516,212

    業務費用支出 3,946,337

      人件費支出 1,346,523

      物件費等支出 2,316,513

      支払利息支出 181,661

      その他の支出 101,640

    移転費用支出 6,569,875

      補助金等支出 5,150,539

      社会保障給付支出 1,349,729

      その他の支出 69,607

  業務収入 11,519,667

    税収等収入 6,521,075

    国県等補助金収入 3,754,053

    使用料及び手数料収入 971,070

    その他の収入 273,470

  臨時支出 739

    災害復旧事業費支出 301

    その他の支出 439

  臨時収入 -

業務活動収支 1,002,716

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,280,899

    公共施設等整備費支出 1,038,560

    基金積立金支出 228,814

    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 266,907

    国県等補助金収入 186,821

    基金取崩収入 31,696

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 7,281

    その他の収入 41,109

投資活動収支 -1,013,993

【財務活動収支】

  財務活動支出 994,484

    地方債等償還支出 984,504

    その他の支出 9,979

  財務活動収入 1,088,300

    地方債等発行収入 1,088,300

    その他の収入 -

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 959,815

財務活動収支 93,816

本年度資金収支額 82,540

前年度末資金残高 818,704

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 901,244


