
【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 49,076,103   固定負債 16,391,907

    有形固定資産 47,101,395     地方債等 14,828,136

      事業用資産 26,207,421     長期未払金 -

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

        立木竹 605,463     損失補償等引当金 -

        建物 15,972,598     その他 720,756

        建物減価償却累計額 -8,973,479   流動負債 1,306,578

        工作物 1,283,924     １年内償還予定地方債等 1,104,718

        工作物減価償却累計額 -701,923     未払金 57,588

        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 109,759

        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 17,698,485

        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 51,620,650

      インフラ資産 20,507,238   余剰分（不足分） -16,521,329

        土地 2,854,224   他団体出資等分 -

        建物 898,131

        建物減価償却累計額 -471,224

        工作物 32,628,691

        工作物減価償却累計額 -15,438,115

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 35,531

      物品 1,651,999

      物品減価償却累計額 -1,265,262

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,974,708

      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 -

      長期延滞債権 317,404

      長期貸付金 -

      基金 497,108

        減債基金 284,198

        その他 212,910

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,377

  流動資産 3,721,703

    現金預金 1,020,970

    未収金 162,273

    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 4,239

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,326

  繰延資産 - 純資産合計 35,099,322

資産合計 52,797,806 負債及び純資産合計 52,797,806

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：須恵町

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 6,581

    その他 -

純行政コスト 10,944,254

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 114

  臨時利益 6,581

  臨時損失 735

    災害復旧事業費 403

    資産除売却損 218

    使用料及び手数料 950,760

    その他 287,272

純経常行政コスト 10,950,100

      社会保障給付 1,411,162

      その他 56,414

  経常収益 1,238,032

        その他 54,819

    移転費用 6,956,128

      補助金等 5,488,552

      その他の業務費用 246,543

        支払利息 166,386

        徴収不能引当金繰入額 25,338

        維持補修費 102,370

        減価償却費 1,053,624

        その他 -

        その他 90,311

      物件費等 3,609,397

        物件費 2,453,403

        職員給与費 1,167,576

        賞与等引当金繰入額 109,759

        退職手当引当金繰入額 8,416

  経常費用 12,188,132

    業務費用 5,232,004

      人件費 1,376,063

連結行政コスト計算書
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：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 34,968,373 51,235,403 -16,267,030 -

  純行政コスト（△） -10,944,254 -10,944,254 -

  財源 11,043,874 11,043,874 -

    税収等 6,681,920 6,681,920 -

    国県等補助金 4,361,954 4,361,954 -

  本年度差額 99,620 99,620 -

  固定資産等の変動（内部変動） 376,265 -376,265

    有形固定資産等の増加 1,413,133 -1,413,133

    有形固定資産等の減少 -1,053,624 1,053,624

    貸付金・基金等の増加 421,863 -421,863

    貸付金・基金等の減少 -405,107 405,107

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,982 8,982

  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 22,346 - 22,346

  本年度純資産変動額 130,948 385,248 -254,299 -

本年度末純資産残高 35,099,322 51,620,650 -16,521,329 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 1,020,970

財務活動収支 388,947

本年度資金収支額 95,194

前年度末資金残高 901,244

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 996,438

    地方債等償還支出 1,030,987

    その他の支出 9,979

  財務活動収入 1,429,913

    地方債等発行収入 1,429,913

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,581

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,115,505

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,040,966

    その他の支出 -

  投資活動収入 380,093

    国県等補助金収入 345,922

    基金取崩収入 27,590

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,495,599

    公共施設等整備費支出 1,413,352

    基金積立金支出 65,524

    投資及び出資金支出 16,723

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 403

    その他の支出 114

  臨時収入 -

業務活動収支 821,753

【投資活動収支】

    税収等収入 6,633,173

    国県等補助金収入 4,051,108

    使用料及び手数料収入 950,643

    その他の収入 300,494

  臨時支出 517

    移転費用支出 6,956,128

      補助金等支出 5,488,552

      社会保障給付支出 1,411,162

      その他の支出 56,414

  業務収入 11,935,418

    業務費用支出 4,157,020

      人件費支出 1,357,083

      物件費等支出 2,605,042

      支払利息支出 166,386

      その他の支出 28,510

連結資金収支計算書
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 11,113,149


