
【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 35,428,741   固定負債 7,610,661

    有形固定資産 33,719,757     地方債 6,752,677

      事業用資産 26,205,781     長期未払金 -

        土地 18,007,723     退職手当引当金 843,015

        立木竹 603,824     損失補償等引当金 -

        建物 15,972,598     その他 14,969

        建物減価償却累計額 -8,973,479   流動負債 710,544

        工作物 1,283,924     １年内償還予定地方債 578,815

        工作物減価償却累計額 -701,923     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 97,218

        航空機 -     預り金 24,532

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,979

        その他 - 負債合計 8,321,205

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,116   固定資産等形成分 37,973,288

      インフラ資産 7,331,835   余剰分（不足分） -7,839,104

        土地 2,320,581

        建物 44,681

        建物減価償却累計額 -27,750

        工作物 13,451,897

        工作物減価償却累計額 -8,471,359

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 13,784

      物品 640,935

      物品減価償却累計額 -458,795

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,708,984

      投資及び出資金 1,178,573

        有価証券 1,000

        出資金 1,177,573

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 95,180

      長期貸付金 -

      基金 441,101

        減債基金 284,198

        その他 156,903

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,870

  流動資産 3,026,648

    現金預金 445,548

    未収金 37,568

    短期貸付金 -

    基金 2,544,547

      財政調整基金 2,544,547

      減債基金 -

    棚卸資産 1,281

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,296 純資産合計 30,134,183

資産合計 38,455,389 負債及び純資産合計 38,455,389

貸借対照表
（令和2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）

    その他 -

純行政コスト 7,844,596

    その他 -

  臨時利益 6,581

    資産売却益 6,581

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 7,850,774

  臨時損失 403

    災害復旧事業費 403

  経常収益 367,954

    使用料及び手数料 119,570

    その他 248,384

      社会保障給付 1,411,162

      他会計への繰出金 683,115

      その他 10,952

        その他 35,570

    移転費用 4,085,295

      補助金等 1,980,066

      その他の業務費用 77,416

        支払利息 33,680

        徴収不能引当金繰入額 8,166

        維持補修費 73,352

        減価償却費 662,662

        その他 -

        その他 77,117

      物件費等 2,838,109

        物件費 2,102,095

        職員給与費 1,035,156

        賞与等引当金繰入額 97,218

        退職手当引当金繰入額 8,416

  経常費用 8,218,728

    業務費用 4,133,432

      人件費 1,217,907

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日

至　令和2年3月31日

科目名 金額



【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 30,211,896 37,530,132 -7,318,236

  純行政コスト（△） -7,844,596 -7,844,596

  財源 7,757,901 7,757,901

    税収等 5,785,900 5,785,900

    国県等補助金 1,972,001 1,972,001

  本年度差額 -86,695 -86,695

  固定資産等の変動（内部変動） 434,174 -434,174

    有形固定資産等の増加 1,061,908 -1,061,908

    有形固定資産等の減少 -662,662 662,662

    貸付金・基金等の増加 153,300 -153,300

    貸付金・基金等の減少 -118,371 118,371

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,982 8,982

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -77,713 443,156 -520,868

本年度末純資産残高 30,134,183 37,973,288 -7,839,104

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日

至　令和2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）

前年度末歳計外現金残高 58,571

本年度歳計外現金増減額 -34,039

本年度末歳計外現金残高 24,532

本年度末現金預金残高 445,548

    その他の収入 -

財務活動収支 518,198

本年度資金収支額 15,444

前年度末資金残高 405,573

本年度末資金残高 421,016

  財務活動支出 535,015

    地方債償還支出 525,035

    その他の支出 9,979

  財務活動収入 1,053,213

    地方債発行収入 1,053,213

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 6,581

    その他の収入 -

投資活動収支 -868,706

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 244,739

    国県等補助金収入 238,158

    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,113,446

    公共施設等整備費支出 1,061,908

    基金積立金支出 34,815

    投資及び出資金支出 16,723

  臨時支出 403

    災害復旧事業費支出 403

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 365,952

  業務収入 7,884,095

    税収等収入 5,782,314

    国県等補助金収入 1,733,843

    使用料及び手数料収入 119,570

    その他の収入 248,369

    移転費用支出 4,085,295

      補助金等支出 1,980,066

      社会保障給付支出 1,411,162

      他会計への繰出支出 683,115

      その他の支出 10,952

    業務費用支出 3,432,445

      人件費支出 1,200,026

      物件費等支出 2,175,447

      支払利息支出 33,680

      その他の支出 23,291

資金収支計算書
自　平成31年4月1日

至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,517,740


