
【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 52,615,879   固定負債 17,330,736

    有形固定資産 50,307,941     地方債等 15,018,661

      事業用資産 27,735,945     長期未払金 -

        土地 18,320,334     退職手当引当金 1,027,976

        立木竹 605,463     損失補償等引当金 -

        建物 18,473,839     その他 1,284,100

        建物減価償却累計額 -10,187,091   流動負債 1,463,754

        工作物 1,057,527     １年内償還予定地方債等 1,132,872

        工作物減価償却累計額 -700,736     未払金 141,164

        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 117,011

        航空機 -     預り金 59,543

        航空機減価償却累計額 -     その他 13,162

        その他 - 負債合計 18,794,490

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 166,609   固定資産等形成分 55,296,579

      インフラ資産 21,974,961   余剰分（不足分） -17,242,234

        土地 2,934,667   他団体出資等分 -

        建物 1,209,004

        建物減価償却累計額 -603,234

        工作物 33,570,646

        工作物減価償却累計額 -15,500,494

        その他 1,758

        その他減価償却累計額 -820

        建設仮勘定 363,434

      物品 2,386,639

      物品減価償却累計額 -1,789,603

    無形固定資産 807,937

      ソフトウェア 3,886

      その他 804,051

    投資その他の資産 1,500,000

      投資及び出資金 8,741

        有価証券 1,000

        出資金 6,818

        その他 923

      長期延滞債権 366,174

      長期貸付金 -

      基金 1,151,455

        減債基金 283,914

        その他 867,541

      その他 603

      徴収不能引当金 -26,974

  流動資産 4,232,955

    現金預金 1,360,629

    未収金 200,190

    短期貸付金 -

    基金 2,680,700

      財政調整基金 2,680,700

      減債基金 -

    棚卸資産 4,123

    その他 92

    徴収不能引当金 -12,779

  繰延資産 - 純資産合計 38,054,344

資産合計 56,848,834 負債及び純資産合計 56,848,834

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 5,139

    その他 126

純行政コスト 14,735,001

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 553

  臨時利益 5,265

  臨時損失 3,755

    災害復旧事業費 301

    資産除売却損 2,900

    使用料及び手数料 1,170,150

    その他 707,848

純経常行政コスト 14,736,512

      社会保障給付 1,349,729

      その他 76,017

  経常収益 1,877,998

        その他 247,013

    移転費用 10,392,496

      補助金等 8,966,750

      その他の業務費用 470,248

        支払利息 192,954

        徴収不能引当金繰入額 30,281

        維持補修費 162,729

        減価償却費 1,234,896

        その他 251

        その他 92,743

      物件費等 4,136,212

        物件費 2,738,337

        職員給与費 1,405,755

        賞与等引当金繰入額 117,011

        退職手当引当金繰入額 43

  経常費用 16,614,509

    業務費用 6,222,013

      人件費 1,615,553

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



【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 37,759,820 55,160,554 -17,400,734 -

  純行政コスト（△） -14,735,001 -14,735,001 -

  財源 15,034,305 15,034,305 -

    税収等 10,001,416 10,001,416 -

    国県等補助金 5,032,889 5,032,889 -

  本年度差額 299,304 299,304 -

  固定資産等の変動（内部変動） 132,490 -132,490

    有形固定資産等の増加 1,095,007 -1,095,007

    有形固定資産等の減少 -1,240,142 1,240,142

    貸付金・基金等の増加 717,207 -717,207

    貸付金・基金等の減少 -439,583 439,583

  資産評価差額 197 197

  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 26,853 22,012 4,842 -

  その他 -15,217 -2,061 -13,156

  本年度純資産変動額 294,524 136,025 158,500 -

本年度末純資産残高 38,054,344 55,296,579 -17,242,234 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 39,928

本年度歳計外現金増減額 18,714

本年度末歳計外現金残高 58,642

本年度末現金預金残高 1,360,629

財務活動収支 4,908

本年度資金収支額 89,822

前年度末資金残高 1,240,804

比例連結割合変更に伴う差額 -28,638

本年度末資金残高 1,301,987

    地方債等償還支出 1,091,765

    その他の支出 12,863

  財務活動収入 1,109,535

    地方債等発行収入 1,097,934

    その他の収入 11,601

    資産売却収入 7,281

    その他の収入 41,406

投資活動収支 -1,146,913

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,104,627

    その他の支出 145

  投資活動収入 280,327

    国県等補助金収入 195,325

    基金取崩収入 36,316

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,427,240

    公共施設等整備費支出 1,093,190

    基金積立金支出 333,905

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 301

    その他の支出 553

  臨時収入 133

業務活動収支 1,231,827

【投資活動収支】

    税収等収入 9,941,103

    国県等補助金収入 4,829,762

    使用料及び手数料収入 1,166,647

    その他の収入 633,829

  臨時支出 854

    移転費用支出 10,392,496

      補助金等支出 8,966,750

      社会保障給付支出 1,349,729

      その他の支出 76,017

  業務収入 16,571,342

    業務費用支出 4,946,298

      人件費支出 1,609,933

      物件費等支出 2,883,359

      支払利息支出 192,954

      その他の支出 260,051

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 15,338,794


