
【様式第1号】

自治体名：西原町

会計：一般会計等 （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 24,169,512   固定負債 9,665,771

    有形固定資産 23,147,220     地方債 8,888,269

      事業用資産 16,161,872     長期未払金 -

        土地 7,445,770     退職手当引当金 759,740

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,459,854     その他 17,762

        建物減価償却累計額 -8,240,376   流動負債 1,122,944

        工作物 389,252     １年内償還予定地方債 920,617

        工作物減価償却累計額 -217,601     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 117,382

        航空機 -     預り金 77,211

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,734

        その他 - 負債合計 10,788,715

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 324,972   固定資産等形成分 24,829,722

      インフラ資産 6,940,769   余剰分（不足分） -10,250,966

        土地 1,582,883

        建物 776,355

        建物減価償却累計額 -399,753

        工作物 11,621,618

        工作物減価償却累計額 -6,908,180

        その他 1,770

        その他減価償却累計額 -354

        建設仮勘定 266,431

      物品 526,747

      物品減価償却累計額 -482,168

    無形固定資産 44,981

      ソフトウェア 44,981

      その他 -

    投資その他の資産 977,311

      投資及び出資金 206,343

        有価証券 48,579

        出資金 157,764

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 105,085

      長期貸付金 -

      基金 672,856

        減債基金 44,626

        その他 628,230

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,973

  流動資産 1,197,959

    現金預金 487,164

    未収金 53,732

    短期貸付金 -

    基金 660,210

      財政調整基金 660,210

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,147 純資産合計 14,578,755

資産合計 25,367,471 負債及び純資産合計 25,367,471

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：西原町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 9,970,699

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 0

    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 9,970,051

  臨時損失 648

    災害復旧事業費 648

  経常収益 603,554

    使用料及び手数料 152,744

    その他 450,810

      社会保障給付 2,090,052

      他会計への繰出金 963,357

      その他 28,647

        その他 74,014

    移転費用 6,231,417

      補助金等 3,149,361

      その他の業務費用 151,645

        支払利息 67,511

        徴収不能引当金繰入額 10,120

        維持補修費 99,991

        減価償却費 881,264

        その他 -

        その他 405,863

      物件費等 2,342,189

        物件費 1,360,935

        職員給与費 1,325,110

        賞与等引当金繰入額 117,382

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 10,573,606

    業務費用 4,342,188

      人件費 1,848,355

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：西原町

会計：一般会計等 （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 14,363,434 25,340,173 -10,976,740

  純行政コスト（△） -9,970,699 -9,970,699

  財源 10,185,750 10,185,750

    税収等 6,699,402 6,699,402

    国県等補助金 3,486,348 3,486,348

  本年度差額 215,051 215,051

  固定資産等の変動（内部変動） -510,723 510,723

    有形固定資産等の増加 547,430 -547,430

    有形固定資産等の減少 -881,264 881,264

    貸付金・基金等の増加 907,084 -907,084

    貸付金・基金等の減少 -1,083,972 1,083,972

  資産評価差額 1,824 1,824

  無償所管換等 0 0

  その他 -1,553 -1,553 -

  本年度純資産変動額 215,322 -510,452 725,773

本年度末純資産残高 14,578,755 24,829,722 -10,250,966

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：西原町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 69,112

本年度歳計外現金増減額 4,100

本年度末歳計外現金残高 73,212

本年度末現金預金残高 487,164

    その他の収入 3,999

財務活動収支 -680,152

本年度資金収支額 34,611

前年度末資金残高 379,341

本年度末資金残高 413,951

  財務活動支出 1,148,895

    地方債償還支出 1,135,089

    その他の支出 13,806

  財務活動収入 468,743

    地方債発行収入 464,744

    貸付金元金回収収入 213,344

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -67,641

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,193,570

    国県等補助金収入 287,847

    基金取崩収入 692,379

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,261,211

    公共施設等整備費支出 531,230

    基金積立金支出 729,981

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 648

    災害復旧事業費支出 648

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 782,404

  業務収入 10,463,242

    税収等収入 6,705,329

    国県等補助金収入 3,198,501

    使用料及び手数料収入 152,872

    その他の収入 406,540

    移転費用支出 6,231,417

      補助金等支出 3,149,361

      社会保障給付支出 2,090,052

      他会計への繰出支出 963,357

      その他の支出 28,647

    業務費用支出 3,448,772

      人件費支出 1,846,322

      物件費等支出 1,460,925

      支払利息支出 67,511

      その他の支出 74,014

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 9,680,190


