
【様式第1号】

自治体名：三原村

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 9,326,928,860   固定負債 3,092,123,991

    有形固定資産 8,209,507,694     地方債 2,808,451,281

      事業用資産 5,717,831,983     長期未払金 -

        土地 1,012,056,575     退職手当引当金 283,672,710

        立木竹 2,861,365,741     損失補償等引当金 -

        建物 3,401,454,311     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,232,757,083   流動負債 269,732,489

        工作物 713,807,357     １年内償還予定地方債 238,291,032

        工作物減価償却累計額 -106,080,560     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 23,520,695

        航空機 -     預り金 7,920,762

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,361,856,480

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 67,985,642   固定資産等形成分 10,801,100,563

      インフラ資産 2,406,813,862   余剰分（不足分） -3,323,100,812

        土地 46,424,156

        建物 22,949,523

        建物減価償却累計額 -14,203,750

        工作物 4,186,469,086

        工作物減価償却累計額 -1,911,635,593

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 76,810,440

      物品 383,625,011

      物品減価償却累計額 -298,763,162

    無形固定資産 1,259,064

      ソフトウェア 1,259,064

      その他 -

    投資その他の資産 1,116,162,102

      投資及び出資金 149,292,367

        有価証券 2,708,886

        出資金 146,583,481

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 7,190,542

      長期貸付金 75,000,000

      基金 884,874,186

        減債基金 -

        その他 884,874,186

      その他 -

      徴収不能引当金 -194,993

  流動資産 1,512,927,371

    現金預金 34,617,965

    未収金 4,237,188

    短期貸付金 -

    基金 1,474,171,703

      財政調整基金 1,212,225,258

      減債基金 261,946,445

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -99,485 純資産合計 7,477,999,751

資産合計 10,839,856,231 負債及び純資産合計 10,839,856,231

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：三原村

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 1,788,868,532

    その他 -

  臨時利益 2,537,534

    資産売却益 2,537,534

    資産除売却損 6,001

    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 1,749,951,823

  臨時損失 41,454,243

    災害復旧事業費 41,448,242

  経常収益 109,830,777

    使用料及び手数料 43,002,309

    その他 66,828,468

      社会保障給付 75,293,097

      他会計への繰出金 155,413,538

      その他 3,420,700

        その他 11,744,957

    移転費用 744,966,138

      補助金等 510,838,803

      その他の業務費用 23,364,280

        支払利息 11,404,806

        徴収不能引当金繰入額 214,517

        維持補修費 108,896,897

        減価償却費 247,605,816

        その他 -

        その他 39,707,859

      物件費等 667,682,958

        物件費 311,180,245

        職員給与費 360,540,670

        賞与等引当金繰入額 23,520,695

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 1,859,782,600

    業務費用 1,114,816,462

      人件費 423,769,224

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：三原村

会計：一般会計等 （単位：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 7,869,506,582 10,914,556,136 -3,045,049,554

  純行政コスト（△） -1,788,868,532 -1,788,868,532

  財源 1,618,167,958 1,618,167,958

    税収等 1,281,877,529 1,281,877,529

    国県等補助金 336,290,429 336,290,429

  本年度差額 -170,700,574 -170,700,574

  固定資産等の変動（内部変動） 107,350,684 -107,350,684

    有形固定資産等の増加 269,269,010 -269,269,010

    有形固定資産等の減少 -247,605,817 247,605,817

    貸付金・基金等の増加 114,049,596 -114,049,596

    貸付金・基金等の減少 -28,362,105 28,362,105

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -220,806,257 -220,806,257

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -391,506,831 -113,455,573 -278,051,258

本年度末純資産残高 7,477,999,751 10,801,100,563 -3,323,100,812

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：三原村

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 8,160,319

本年度歳計外現金増減額 -239,557

本年度末歳計外現金残高 7,920,762

本年度末現金預金残高 34,617,965

    その他の収入 -

財務活動収支 249,801,440

本年度資金収支額 -45,487,257

前年度末資金残高 72,184,460

本年度末資金残高 26,697,203

  財務活動支出 207,882,560

    地方債償還支出 207,882,560

    その他の支出 -

  財務活動収入 457,684,000

    地方債発行収入 457,684,000

    貸付金元金回収収入 20,571,000

    資産売却収入 401,534

    その他の収入 -

投資活動収支 -296,843,615

【財務活動収支】

    貸付金支出 36,504,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 86,418,395

    国県等補助金収入 59,572,050

    基金取崩収入 5,873,811

【投資活動収支】

  投資活動支出 383,262,010

    公共施設等整備費支出 269,269,010

    基金積立金支出 77,489,000

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 41,454,242

    災害復旧事業費支出 41,448,242

    その他の支出 6,000

  臨時収入 22,972,000

業務活動収支 1,554,918

  業務収入 1,627,729,237

    税収等収入 1,282,136,343

    国県等補助金収入 253,746,379

    使用料及び手数料収入 43,058,669

    その他の収入 48,787,846

    移転費用支出 744,966,138

      補助金等支出 510,838,803

      社会保障給付支出 75,293,097

      他会計への繰出支出 155,413,538

      その他の支出 3,420,700

    業務費用支出 862,725,939

      人件費支出 421,611,507

      物件費等支出 420,077,142

      支払利息支出 11,404,806

      その他の支出 9,632,484

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,607,692,077


