
【様式第1号】

自治体名：三原村

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,322,402,439   固定負債 4,018,820,042

    有形固定資産 10,886,777,481     地方債等 3,749,263,199

      事業用資産 6,904,113,618     長期未払金 -

        土地 1,021,441,300     退職手当引当金 269,556,710

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

        建物 4,595,502,562     その他 133

        建物減価償却累計額 -2,570,995,120   流動負債 416,734,386

        工作物 2,246,270,409     １年内償還予定地方債等 361,186,674

        工作物減価償却累計額 -1,267,423,274     未払金 9,106,398

        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 38,690,966

        航空機 -     預り金 7,750,081

        航空機減価償却累計額 -     その他 267

        その他 - 負債合計 4,435,554,428

        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 13,789,193,151

      インフラ資産 3,841,908,013   余剰分（不足分） -4,113,601,068

        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 773,761,056

      物品減価償却累計額 -633,005,206

    無形固定資産 10,895,333

      ソフトウェア 10,797,993

      その他 97,340

    投資その他の資産 1,424,729,625

      投資及び出資金 14,486,166

        有価証券 2,708,886

        出資金 11,428,874

        その他 348,406

      長期延滞債権 11,037,726

      長期貸付金 10,000,000

      基金 1,389,452,117

        減債基金 -

        その他 1,389,452,117

      その他 -

      徴収不能引当金 -246,384

  流動資産 1,788,744,072

    現金預金 91,006,161

    未収金 6,785,862

    短期貸付金 -

    基金 1,466,790,712

      財政調整基金 1,204,336,267

      減債基金 262,454,445

    棚卸資産 214,364,755

    その他 9,953,588

    徴収不能引当金 -157,006

  繰延資産 - 純資産合計 9,675,592,083

資産合計 14,111,146,511 負債及び純資産合計 14,111,146,511

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 -

    その他 179,483

純行政コスト 2,459,346,762

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 693,048

  臨時利益 179,483

  臨時損失 104,013,248

    災害復旧事業費 37,168,310

    資産除売却損 66,151,890

    使用料及び手数料 48,124,898

    その他 314,452,855

純経常行政コスト 2,355,512,997

      社会保障給付 78,783,429

      その他 7,074,911

  経常収益 362,577,753

        その他 12,800,317

    移転費用 1,100,117,933

      補助金等 1,014,259,593

      その他の業務費用 33,400,164

        支払利息 20,256,654

        徴収不能引当金繰入額 343,193

        維持補修費 17,902,352

        減価償却費 420,503,898

        その他 34,690,448

        その他 95,404,981

      物件費等 1,017,699,586

        物件費 544,602,888

        職員給与費 432,775,313

        賞与等引当金繰入額 38,690,964

        退職手当引当金繰入額 1,809

  経常費用 2,718,090,750

    業務費用 1,617,972,817

      人件費 566,873,067

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：連結会計 （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 9,671,573,180 13,360,194,300 -3,688,621,120 -

  純行政コスト（△） -2,459,346,762 -2,459,346,762 -

  財源 2,471,863,114 2,471,863,114 -

    税収等 1,506,959,137 1,506,959,137 -

    国県等補助金 964,903,977 964,903,977 -

  本年度差額 12,516,352 12,516,352 -

  固定資産等の変動（内部変動） 436,791,982 -436,791,982

    有形固定資産等の増加 992,803,691 -992,803,691

    有形固定資産等の減少 -486,149,268 486,149,268

    貸付金・基金等の増加 82,676,918 -82,676,918

    貸付金・基金等の減少 -152,539,359 152,539,359

  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 -21,426,411 -20,734,813 -691,598 -

  その他 12,928,962 12,941,682 -12,720

  本年度純資産変動額 4,018,903 428,998,851 -424,979,948 -

本年度末純資産残高 9,675,592,083 13,789,193,151 -4,113,601,068 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 7,924,579

本年度歳計外現金増減額 -551,279

本年度末歳計外現金残高 7,373,300

本年度末現金預金残高 91,006,161

財務活動収支 423,615,655

本年度資金収支額 5,430,568

前年度末資金残高 79,387,666

比例連結割合変更に伴う差額 -1,185,373

本年度末資金残高 83,632,861

    地方債等償還支出 292,655,078

    その他の支出 267

  財務活動収入 716,271,000

    地方債等発行収入 716,271,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 14,088

投資活動収支 -688,134,065

【財務活動収支】

  財務活動支出 292,655,345

    その他の支出 -

  投資活動収入 388,959,156

    国県等補助金収入 238,169,482

    基金取崩収入 150,775,586

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,077,093,221

    公共施設等整備費支出 992,803,691

    基金積立金支出 74,289,530

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 10,000,000

    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 269,948,978

【投資活動収支】

    税収等収入 1,507,426,140

    国県等補助金収入 703,591,495

    使用料及び手数料収入 50,375,558

    その他の収入 312,863,796

  臨時支出 37,168,310

    移転費用支出 1,099,875,517

      補助金等支出 1,013,999,783

      社会保障給付支出 78,783,429

      その他の支出 7,092,305

  業務収入 2,574,256,989

    業務費用支出 1,190,407,184

      人件費支出 591,804,034

      物件費等支出 564,597,718

      支払利息支出 20,256,654

      その他の支出 13,748,778

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 2,290,282,701


