
【様式第1号】

自治体名：三原村

会計：連結会計 （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 11,824,635,910   固定負債 3,699,016,874

    有形固定資産 10,406,211,471     地方債等 3,395,099,728

      事業用資産 6,437,889,402     長期未払金 -

        土地 1,021,616,204     退職手当引当金 303,916,744

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

        建物 3,937,438,074     その他 402

        建物減価償却累計額 -2,461,593,220   流動負債 338,728,078

        工作物 2,132,279,835     １年内償還予定地方債等 291,867,246

        工作物減価償却累計額 -1,121,202,874     未払金 9,028,290

        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 29,550,654

        航空機 -     預り金 8,281,620

        航空機減価償却累計額 -     その他 268

        その他 - 負債合計 4,037,744,952

        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 13,360,194,300

      インフラ資産 3,796,259,199   余剰分（不足分） -3,688,621,120

        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 761,472,679

      物品減価償却累計額 -589,409,809

    無形固定資産 4,703,438

      ソフトウェア 4,596,953

      その他 106,485

    投資その他の資産 1,413,721,001

      投資及び出資金 14,137,760

        有価証券 2,708,886

        出資金 11,428,874

        その他 -

      長期延滞債権 13,277,228

      長期貸付金 -

      基金 1,386,556,404

        減債基金 -

        その他 1,386,556,404

      その他 -

      徴収不能引当金 -250,391

  流動資産 1,884,682,222

    現金預金 87,312,245

    未収金 16,186,709

    短期貸付金 -

    基金 1,535,558,390

      財政調整基金 1,273,611,945

      減債基金 261,946,445

    棚卸資産 244,262,419

    その他 1,620,749

    徴収不能引当金 -258,290

  繰延資産 - 純資産合計 9,671,573,180

資産合計 13,709,318,132 負債及び純資産合計 13,709,318,132

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 2,537,534

    その他 5,165

純行政コスト 2,706,601,431

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,542,699

  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 77,312,878

    その他 258,002,112

純経常行政コスト 2,667,689,887

      社会保障給付 75,293,097

      その他 9,343,902

  経常収益 335,314,990

        その他 42,073,571

    移転費用 1,267,104,522

      補助金等 1,182,457,323

      その他の業務費用 66,078,485

        支払利息 23,664,110

        徴収不能引当金繰入額 340,804

        維持補修費 147,274,818

        減価償却費 453,874,575

        その他 -

        その他 40,407,268

      物件費等 1,078,376,245

        物件費 477,226,852

        職員給与費 520,896,809

        賞与等引当金繰入額 29,550,652

        退職手当引当金繰入額 590,896

  経常費用 3,003,004,877

    業務費用 1,735,900,355

      人件費 591,445,625

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：連結会計 （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 10,033,791,393 13,503,321,415 -3,469,530,022 -

  純行政コスト（△） -2,706,601,431 -2,706,601,431 -

  財源 2,356,489,339 2,356,489,339 -

    税収等 1,555,536,049 1,555,536,049 -

    国県等補助金 800,953,290 800,953,290 -

  本年度差額 -350,112,092 -350,112,092 -

  固定資産等の変動（内部変動） -113,146,908 113,146,908

    有形固定資産等の増加 279,088,818 -279,088,818

    有形固定資産等の減少 -422,098,886 422,098,886

    貸付金・基金等の増加 89,054,379 -89,054,379

    貸付金・基金等の減少 -59,191,219 59,191,219

  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 13,807,160 -4,066,926 17,874,086 -

  その他 -21,972,000 -21,972,000 -

  本年度純資産変動額 -362,218,213 -143,127,115 -219,091,098 -

本年度末純資産残高 9,671,573,180 13,360,194,300 -3,688,621,120 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 8,165,877

本年度歳計外現金増減額 -241,298

本年度末歳計外現金残高 7,924,579

本年度末現金預金残高 87,312,245

財務活動収支 196,318,850

本年度資金収支額 -49,821,635

前年度末資金残高 127,649,419

比例連結割合変更に伴う差額 1,559,882

本年度末資金残高 79,387,666

    地方債等償還支出 263,620,705

    その他の支出 268

  財務活動収入 459,939,823

    地方債等発行収入 459,939,823

    その他の収入 -

    資産売却収入 401,534

    その他の収入 723,709

投資活動収支 -263,538,457

【財務活動収支】

  財務活動支出 263,620,973

    その他の支出 -

  投資活動収入 117,556,028

    国県等補助金収入 59,614,031

    基金取崩収入 36,245,754

    貸付金元金回収収入 20,571,000

  投資活動支出 381,094,485

    公共施設等整備費支出 292,124,231

    基金積立金支出 82,466,254

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,504,000

    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 17,397,972

【投資活動収支】

    税収等収入 1,554,821,503

    国県等補助金収入 718,367,258

    使用料及び手数料収入 77,863,097

    その他の収入 234,168,981

  臨時支出 41,454,242

    移転費用支出 1,266,903,715

      補助金等支出 1,182,256,514

      社会保障給付支出 75,293,097

      その他の支出 9,343,904

  業務収入 2,585,220,839

    業務費用支出 1,282,436,910

      人件費支出 589,182,902

      物件費等支出 629,700,737

      支払利息支出 23,664,110

      その他の支出 39,889,161

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 2,549,340,625


