
【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 53,084,963   固定負債 17,926,810

    有形固定資産 50,657,519     地方債等 15,235,217

      事業用資産 28,136,150     長期未払金 -

        土地 18,360,443     退職手当引当金 1,456,975

        立木竹 605,463     損失補償等引当金 -

        建物 19,276,817     その他 1,234,617

        建物減価償却累計額 -10,740,022   流動負債 1,483,610

        工作物 1,355,265     １年内償還予定地方債等 1,214,177

        工作物減価償却累計額 -734,932     未払金 104,756

        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 128,289

        航空機 -     預り金 25,593

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,794

        その他 - 負債合計 19,410,420

        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 55,793,223

      インフラ資産 21,870,805   余剰分（不足分） -17,863,085

        土地 2,967,654   他団体出資等分 -

        建物 1,208,815

        建物減価償却累計額 -630,831

        工作物 34,058,225

        工作物減価償却累計額 -16,113,505

        その他 1,922

        その他減価償却累計額 -1,125

        建設仮勘定 379,650

      物品 2,500,891

      物品減価償却累計額 -1,850,327

    無形固定資産 780,826

      ソフトウェア 3,338

      その他 777,488

    投資その他の資産 1,646,618

      投資及び出資金 8,801

        有価証券 1,000

        出資金 6,818

        その他 983

      長期延滞債権 323,706

      長期貸付金 -

      基金 1,335,668

        減債基金 284,198

        その他 1,051,470

      その他 558

      徴収不能引当金 -22,116

  流動資産 4,255,595

    現金預金 1,365,575

    未収金 187,754

    短期貸付金 -

    基金 2,708,260

      財政調整基金 2,708,260

      減債基金 -

    棚卸資産 4,239

    その他 92

    徴収不能引当金 -10,326

  繰延資産 - 純資産合計 37,930,138

資産合計 57,340,558 負債及び純資産合計 57,340,558

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 6,581

    その他 731

純行政コスト 15,709,074

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,292

  臨時利益 7,312

  臨時損失 3,150

    災害復旧事業費 403

    資産除売却損 1,455

    使用料及び手数料 1,149,405

    その他 640,205

純経常行政コスト 15,713,236

      社会保障給付 1,411,162

      その他 62,888

  経常収益 1,789,610

        その他 208,701

    移転費用 11,069,512

      補助金等 9,595,461

      その他の業務費用 409,334

        支払利息 176,052

        徴収不能引当金繰入額 24,581

        維持補修費 168,469

        減価償却費 1,250,281

        その他 259

        その他 94,423

      物件費等 4,392,816

        物件費 2,973,807

        職員給与費 1,393,273

        賞与等引当金繰入額 128,289

        退職手当引当金繰入額 15,199

  経常費用 17,502,846

    業務費用 6,433,334

      人件費 1,631,184

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：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 38,054,344 55,296,579 -17,242,234 -

  純行政コスト（△） -15,709,074 -15,709,074 -

  財源 15,770,653 15,770,653 -

    税収等 10,338,707 10,338,707 -

    国県等補助金 5,431,946 5,431,946 -

  本年度差額 61,579 61,579 -

  固定資産等の変動（内部変動） 387,139 -387,139

    有形固定資産等の増加 1,466,492 -1,466,492

    有形固定資産等の減少 -1,251,711 1,251,711

    貸付金・基金等の増加 607,419 -607,419

    貸付金・基金等の減少 -435,061 435,061

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 8,995 8,995

  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 103,756 99,849 3,907 -

  その他 -298,537 660 -299,197

  本年度純資産変動額 -124,207 496,644 -620,851 -

本年度末純資産残高 37,930,138 55,793,223 -17,863,085 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 58,642

本年度歳計外現金増減額 -34,035

本年度末歳計外現金残高 24,607

本年度末現金預金残高 1,365,575

財務活動収支 278,637

本年度資金収支額 35,168

前年度末資金残高 1,301,987

比例連結割合変更に伴う差額 3,813

本年度末資金残高 1,340,968

    地方債等償還支出 1,141,215

    その他の支出 10,736

  財務活動収入 1,430,588

    地方債等発行収入 1,430,587

    その他の収入 2

    資産売却収入 6,581

    その他の収入 1,146

投資活動収支 -1,219,934

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,151,951

    その他の支出 453

  投資活動収入 412,850

    国県等補助金収入 352,634

    基金取崩収入 52,489

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,632,784

    公共施設等整備費支出 1,464,620

    基金積立金支出 167,711

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 403

    その他の支出 1,292

  臨時収入 731

業務活動収支 976,464

【投資活動収支】

    税収等収入 10,289,960

    国県等補助金収入 5,104,759

    使用料及び手数料収入 1,148,648

    その他の収入 651,878

  臨時支出 1,695

    移転費用支出 11,069,512

      補助金等支出 9,595,461

      社会保障給付支出 1,411,162

      その他の支出 62,888

  業務収入 17,195,245

    業務費用支出 5,148,305

      人件費支出 1,604,869

      物件費等支出 3,185,036

      支払利息支出 176,052

      その他の支出 182,347

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 16,217,817


