
【様式第1号】

自治体名：三原村

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 11,645,323,338   固定負債 3,834,491,313

    有形固定資産 10,438,157,713     地方債等 3,565,249,313

      事業用資産 6,515,150,159     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 4,073,045,989     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,333,713,307   流動負債 399,033,201

        工作物 1,155,175,762     １年内償還予定地方債等 356,818,704

        工作物減価償却累計額 -270,732,601     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 34,844,707

        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 4,233,524,514

        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 13,111,471,337

      インフラ資産 3,841,908,013   余剰分（不足分） -4,182,480,104

        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 -246,165,141

        工作物 7,555,607,959

        工作物減価償却累計額 -3,958,138,046

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 16,500,000

      物品 410,404,297

      物品減価償却累計額 -329,304,756

    無形固定資産 10,309,350

      ソフトウェア 10,309,350

      その他 -

    投資その他の資産 1,196,856,275

      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 10,917,996

      長期貸付金 104,500,000

      基金 932,386,763

        減債基金 -

        その他 932,386,763

      その他 -

      徴収不能引当金 -240,851

  流動資産 1,517,192,409

    現金預金 48,212,600

    未収金 2,985,858

    短期貸付金 -

    基金 1,466,147,999

      財政調整基金 1,203,693,554

      減債基金 262,454,445

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -154,048

  繰延資産 - 純資産合計 8,928,991,233

資産合計 13,162,515,747 負債及び純資産合計 13,162,515,747

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：三原村

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 1,984,970,673

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 37,168,310

    災害復旧事業費 37,168,310

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 42,386,010

    その他 189,040,614

純経常行政コスト 1,947,802,363

      社会保障給付 78,783,429

      その他 2,029,800

  経常収益 231,426,624

        その他 6,674,992

    移転費用 920,134,769

      補助金等 839,321,540

      その他の業務費用 27,171,562

        支払利息 20,161,711

        徴収不能引当金繰入額 334,859

        維持補修費 6,830,628

        減価償却費 366,159,754

        その他 745,220

        その他 94,547,466

      物件費等 800,155,149

        物件費 426,419,547

        職員給与費 302,375,334

        賞与等引当金繰入額 34,844,707

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,179,228,987

    業務費用 1,259,094,218

      人件費 431,767,507

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 金額



【様式第3号】

自治体名：三原村

会計：全体会計 （単位：円）

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 8,737,929,090 12,527,180,029 -3,789,250,939 -

  純行政コスト（△） -1,984,970,673 -1,984,970,673 -

  財源 2,163,089,412 2,163,089,412 -

    税収等 1,404,591,429 1,404,591,429 -

    国県等補助金 758,497,983 758,497,983 -

  本年度差額 178,118,739 178,118,739 -

  固定資産等の変動（内部変動） 571,347,904 -571,347,904

    有形固定資産等の増加 989,203,087 -989,203,087

    有形固定資産等の減少 -365,653,234 365,653,234

    貸付金・基金等の増加 98,696,978 -98,696,978

    貸付金・基金等の減少 -150,898,927 150,898,927

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 12,943,404 12,943,404 -

  本年度純資産変動額 191,062,143 584,291,308 -393,229,165 -

本年度末純資産残高 8,928,991,233 13,111,471,337 -4,182,480,104 -

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

科目 合計



【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 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 48,212,600

財務活動収支 418,718,703

本年度資金収支額 3,726,368

前年度末資金残高 37,116,442

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 40,842,810

    地方債等償還支出 287,552,297

    その他の支出 -

  財務活動収入 706,271,000

    地方債等発行収入 706,271,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -701,538,801

【財務活動収支】

  財務活動支出 287,552,297

    その他の支出 -

  投資活動収入 387,973,876

    国県等補助金収入 238,169,482

    基金取崩収入 149,804,394

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,089,512,677

    公共施設等整備費支出 989,203,087

    基金積立金支出 70,809,590

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 29,500,000

    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 286,546,466

【投資活動収支】

    税収等収入 1,405,072,520

    国県等補助金収入 497,185,501

    使用料及び手数料収入 44,636,670

    その他の収入 191,117,769

  臨時支出 37,168,310

    移転費用支出 920,134,769

      補助金等支出 839,321,540

      社会保障給付支出 78,783,429

      その他の支出 2,029,800

  業務収入 2,138,012,460

    業務費用支出 917,305,915

      人件費支出 456,528,189

      物件費等支出 433,995,395

      支払利息支出 20,161,711

      その他の支出 6,620,620

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,837,440,684


