
【様式第1号】

自治体名：三原村

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 10,058,118,178   固定負債 3,462,375,360

    有形固定資産 8,900,063,562     地方債 3,193,133,360

      事業用資産 6,308,746,739     長期未払金 -

        土地 1,012,056,575     退職手当引当金 269,242,000

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

        建物 4,070,174,989     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,333,713,307   流動負債 346,121,556

        工作物 836,711,812     １年内償還予定地方債 306,324,657

        工作物減価償却累計額 -155,801,071     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 32,427,109

        航空機 -     預り金 7,369,790

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,808,496,916

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 17,952,000   固定資産等形成分 11,463,445,285

      インフラ資産 2,510,217,282   余剰分（不足分） -3,765,723,750

        土地 46,424,156

        建物 22,949,523

        建物減価償却累計額 -14,929,822

        工作物 4,453,521,726

        工作物減価償却累計額 -1,997,748,301

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 410,404,297

      物品減価償却累計額 -329,304,756

    無形固定資産 7,501,630

      ソフトウェア 7,501,630

      その他 -

    投資その他の資産 1,150,552,986

      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 5,398,279

      長期貸付金 104,500,000

      基金 891,552,495

        減債基金 -

        その他 891,552,495

      その他 -

      徴収不能引当金 -190,155

  流動資産 1,448,100,273

    現金預金 40,908,407

    未収金 1,977,306

    短期貸付金 -

    基金 1,405,327,107

      財政調整基金 1,142,872,662

      減債基金 262,454,445

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -112,547 純資産合計 7,697,721,535

資産合計 11,506,218,451 負債及び純資産合計 11,506,218,451

貸借対照表
（令和2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 1,524,159,067

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 -

    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 1,486,990,757

  臨時損失 37,168,310

    災害復旧事業費 37,168,310

  経常収益 124,208,648

    使用料及び手数料 42,860,204

    その他 81,348,444

      社会保障給付 78,643,429

      他会計への繰出金 147,045,004

      その他 425,000

        その他 2,999,573

    移転費用 552,644,710

      補助金等 326,531,277

      その他の業務費用 12,655,093

        支払利息 9,352,818

        徴収不能引当金繰入額 302,702

        維持補修費 6,730,308

        減価償却費 268,862,573

        その他 681,260

        その他 92,808,015

      物件費等 640,275,130

        物件費 364,000,989

        職員給与費 280,389,348

        賞与等引当金繰入額 32,427,109

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 1,611,199,405

    業務費用 1,058,554,695

      人件費 405,624,472

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 金額



【様式第3号】

自治体名：三原村

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -1,524,159,067 -1,524,159,067

  財源 1,750,684,737 1,750,684,737

    税収等 1,301,970,153 1,301,970,153

    国県等補助金 448,714,584 448,714,584

  本年度差額 226,525,670 226,525,670

  固定資産等の変動（内部変動） 649,401,318 -649,401,318

    有形固定資産等の増加 965,661,007 -965,661,007

    有形固定資産等の減少 -268,862,573 268,862,573

    貸付金・基金等の増加 98,343,165 -98,343,165

    貸付金・基金等の減少 -145,740,281 145,740,281

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -6,803,886 12,943,404 -19,747,290

  本年度純資産変動額 219,721,784 662,344,722 -442,622,938

本年度末純資産残高 7,697,721,535 11,463,445,285 -3,765,723,750

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

科目 合計



【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 7,920,762

本年度歳計外現金増減額 -550,972

本年度末歳計外現金残高 7,369,790

本年度末現金預金残高 40,908,407

    その他の収入 -

財務活動収支 452,715,704

本年度資金収支額 6,841,414

前年度末資金残高 26,697,203

本年度末資金残高 33,538,617

  財務活動支出 238,355,296

    地方債償還支出 238,355,296

    その他の支出 -

  財務活動収入 691,071,000

    地方債発行収入 691,071,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -681,881,834

【財務活動収支】

    貸付金支出 29,500,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 383,909,763

    国県等補助金収入 238,169,482

    基金取崩収入 145,740,281

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,065,791,597

    公共施設等整備費支出 965,661,007

    基金積立金支出 70,630,590

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 37,168,310

    災害復旧事業費支出 37,168,310

    その他の支出 -

  臨時収入 23,143,000

業務活動収支 236,007,544

  業務収入 1,617,322,485

    税収等収入 1,301,873,644

    国県等補助金収入 187,402,102

    使用料及び手数料収入 44,562,295

    その他の収入 83,484,444

    移転費用支出 552,644,710

      補助金等支出 326,531,277

      社会保障給付支出 78,643,429

      他会計への繰出支出 147,045,004

      その他の支出 425,000

    業務費用支出 814,644,921

      人件費支出 430,896,058

      物件費等支出 371,412,557

      支払利息支出 9,352,818

      その他の支出 2,983,488

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,367,289,631


