
【様式第1号】

自治体名：西原町

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 29,734,451   固定負債 12,960,775

    有形固定資産 27,292,299     地方債等 9,733,395

      事業用資産 18,013,059     長期未払金 3,062

        土地 7,785,334     退職手当引当金 2,261,138

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 18,722,427     その他 963,180

        建物減価償却累計額 -9,271,507   流動負債 2,241,983

        工作物 734,881     １年内償還予定地方債等 1,056,512

        工作物減価償却累計額 -367,663     未払金 62,943

        船舶 -     未払費用 43

        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 167,178

        航空機 -     預り金 85,084

        航空機減価償却累計額 -     その他 870,222

        その他 59,816 負債合計 15,202,758

        その他減価償却累計額 -4,845 【純資産の部】

        建設仮勘定 354,617   固定資産等形成分 30,649,604

      インフラ資産 8,947,167   余剰分（不足分） -12,368,292

        土地 1,755,560   他団体出資等分 -

        建物 776,355

        建物減価償却累計額 -399,753

        工作物 15,935,549

        工作物減価償却累計額 -9,432,769

        その他 1,770

        その他減価償却累計額 -354

        建設仮勘定 310,810

      物品 1,359,466

      物品減価償却累計額 -1,027,394

    無形固定資産 53,368

      ソフトウェア 51,652

      その他 1,716

    投資その他の資産 2,388,785

      投資及び出資金 125,903

        有価証券 48,587

        出資金 77,316

        その他 -

      長期延滞債権 180,285

      長期貸付金 279

      基金 2,095,622

        減債基金 44,626

        その他 2,050,996

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,305

  流動資産 3,749,619

    現金預金 2,465,439

    未収金 176,233

    短期貸付金 200,000

    基金 715,153

      財政調整基金 715,153

      減債基金 -

    棚卸資産 202,337

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,543

  繰延資産 - 純資産合計 18,281,312

資産合計 33,484,070 負債及び純資産合計 33,484,070

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：西原町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 302

    その他 -

純行政コスト 17,842,187

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 23

  臨時利益 302

  臨時損失 5,489

    災害復旧事業費 648

    資産除売却損 4,818

    使用料及び手数料 956,516

    その他 524,281

純経常行政コスト 17,836,999

      社会保障給付 2,090,248

      その他 77,047

  経常収益 1,480,797

      他会計への繰出金 239,494

        その他 193,672

    移転費用 12,547,780

      補助金等 10,140,991

      その他の業務費用 291,044

        支払利息 74,734

        徴収不能引当金繰入額 22,638

        維持補修費 323,527

        減価償却費 1,158,865

        その他 -

        その他 478,767

      物件費等 3,644,973

        物件費 2,162,580

        職員給与費 2,033,956

        賞与等引当金繰入額 167,178

        退職手当引当金繰入額 154,099

  経常費用 19,317,796

    業務費用 6,770,016

      人件費 2,833,999

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：西原町

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 17,903,363 31,271,811 -13,368,448 -

  純行政コスト（△） -17,842,187 -17,842,187 -

  財源 18,279,073 18,279,073 -

    税収等 9,618,591 9,618,591 -

    国県等補助金 8,660,482 8,660,482 -

  本年度差額 436,886 436,886 -

  固定資産等の変動（内部変動） -602,495 602,495

    有形固定資産等の増加 1,052,099 -1,052,099

    有形固定資産等の減少 -1,198,327 1,198,327

    貸付金・基金等の増加 1,220,336 -1,220,336

    貸付金・基金等の減少 -1,676,603 1,676,603

  資産評価差額 1,824 1,824

  無償所管換等 -428 -428

  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 -66,537 -19,555 -46,982 -

  その他 6,203 -1,553 7,756

  本年度純資産変動額 377,949 -622,208 1,000,156 -

本年度末純資産残高 18,281,312 30,649,604 -12,368,292 -

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：西原町

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 71,427

本年度歳計外現金増減額 3,788

本年度末歳計外現金残高 75,215

本年度末現金預金残高 2,465,439

      他会計への繰出支出 239,494

財務活動収支 -669,942

本年度資金収支額 438,331

前年度末資金残高 2,014,246

比例連結割合変更に伴う差額 -62,354

本年度末資金残高 2,390,224

    地方債等償還支出 1,264,853

    その他の支出 947,162

  財務活動収入 1,542,073

    地方債等発行収入 676,308

    その他の収入 865,765

    資産売却収入 302

    その他の収入 3,218

投資活動収支 -76,369

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,212,015

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,908,398

    国県等補助金収入 510,158

    基金取崩収入 781,377

    貸付金元金回収収入 613,344

  投資活動支出 1,984,767

    公共施設等整備費支出 1,035,403

    基金積立金支出 949,364

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 648

    その他の支出 23

  臨時収入 -

業務活動収支 1,184,643

【投資活動収支】

    税収等収入 9,604,916

    国県等補助金収入 8,167,359

    使用料及び手数料収入 952,040

    その他の収入 464,871

  臨時支出 671

    移転費用支出 12,547,780

      補助金等支出 10,140,991

      社会保障給付支出 2,090,248

      その他の支出 77,047

  業務収入 19,189,185

    業務費用支出 5,456,092

      人件費支出 2,677,717

      物件費等支出 2,518,708

      支払利息支出 74,734

      その他の支出 184,933

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 18,003,872


