
【様式第1号】

自治体名：三原村

会計：全体会計 （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 10,992,303,434   固定負債 3,519,281,281

    有形固定資産 9,821,640,706     地方債等 3,215,861,281

      事業用資産 5,940,519,658     長期未払金 -

        土地 1,012,056,575     退職手当引当金 303,420,000

        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 320,836,184

        工作物 1,032,271,307     １年内償還予定地方債等 287,488,033

        工作物減価償却累計額 -201,856,835     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 25,427,389

        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 3,840,117,465

        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 12,527,180,029

      インフラ資産 3,796,259,199   余剰分（不足分） -3,789,250,939

        土地 46,424,156   他団体出資等分 -

        建物 427,679,085

        建物減価償却累計額 -234,580,689

        工作物 7,285,509,319

        工作物減価償却累計額 -3,805,583,112

        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 3,783,024

      ソフトウェア 3,783,024

      その他 -

    投資その他の資産 1,166,879,704

      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 -

      長期延滞債権 13,125,930

      長期貸付金 75,000,000

      基金 929,709,567

        減債基金 -

        その他 929,709,567

      その他 -

      徴収不能引当金 -248,160

  流動資産 1,585,743,121

    現金預金 45,037,204

    未収金 6,087,438

    短期貸付金 -

    基金 1,534,876,595

      財政調整基金 1,272,930,150

      減債基金 261,946,445

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -258,116

  繰延資産 - 純資産合計 8,737,929,090

資産合計 12,578,046,555 負債及び純資産合計 12,578,046,555

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：三原村

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 2,537,534

    その他 -

純行政コスト 2,218,659,745

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,537,534

  臨時損失 41,454,243

    災害復旧事業費 41,448,242

    資産除売却損 6,001

    使用料及び手数料 71,207,309

    その他 177,411,468

純経常行政コスト 2,179,743,036

      社会保障給付 75,293,097

      その他 5,031,700

  経常収益 248,618,777

        その他 31,797,935

    移転費用 1,065,422,150

      補助金等 985,097,353

      その他の業務費用 55,682,001

        支払利息 23,545,667

        徴収不能引当金繰入額 338,399

        維持補修費 132,023,883

        減価償却費 346,859,724

        その他 -

        その他 39,743,359

      物件費等 858,152,736

        物件費 379,269,129

        職員給与費 383,934,178

        賞与等引当金繰入額 25,427,389

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,428,361,813

    業務費用 1,362,939,663

      人件費 449,104,926

連結行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：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 8,958,008,329 12,516,252,054 -3,558,243,725 -

  純行政コスト（△） -2,218,659,745 -2,218,659,745 -

  財源 2,002,521,787 2,002,521,787 -

    税収等 1,386,925,729 1,386,925,729 -

    国県等補助金 615,596,058 615,596,058 -

  本年度差額 -216,137,958 -216,137,958 -

  固定資産等の変動（内部変動） 14,869,256 -14,869,256

    有形固定資産等の増加 278,125,010 -278,125,010

    有形固定資産等の減少 -346,859,725 346,859,725

    貸付金・基金等の増加 117,163,932 -117,163,932

    貸付金・基金等の減少 -33,559,961 33,559,961

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,941,281 -3,941,281

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -220,079,239 10,927,975 -231,007,214 -

本年度末純資産残高 8,737,929,090 12,527,180,029 -3,789,250,939 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 45,037,204

財務活動収支 215,421,386

本年度資金収支額 -58,336,179

前年度末資金残高 95,452,621

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 37,116,442

    地方債等償還支出 259,262,614

    その他の支出 -

  財務活動収入 474,684,000

    地方債等発行収入 474,684,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 401,534

    その他の収入 -

投資活動収支 -304,057,166

【財務活動収支】

  財務活動支出 259,262,614

    その他の支出 -

  投資活動収入 91,159,080

    国県等補助金収入 59,572,050

    基金取崩収入 10,614,496

    貸付金元金回収収入 20,571,000

  投資活動支出 395,216,246

    公共施設等整備費支出 278,125,010

    基金積立金支出 80,587,236

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 36,504,000

    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 30,299,601

【投資活動収支】

    税収等収入 1,386,934,892

    国県等補助金収入 533,052,008

    使用料及び手数料収入 71,757,528

    その他の収入 133,461,378

  臨時支出 41,454,242

    移転費用支出 1,065,422,150

      補助金等支出 985,097,353

      社会保障給付支出 75,293,097

      その他の支出 5,031,700

  業務収入 2,125,205,806

    業務費用支出 1,011,001,813

      人件費支出 446,522,805

      物件費等支出 511,293,012

      支払利息支出 23,545,667

      その他の支出 29,640,329

連結資金収支計算書
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 2,076,423,963


