
【様式第1号】

自治体名：坂祝町

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 14,255,239,333   固定負債 2,624,992,640

    有形固定資産 11,958,693,557     地方債 2,496,236,640

      事業用資産 7,384,902,926     長期未払金 -

        土地 3,749,549,024     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 128,756,000

        建物 7,120,284,970     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,201,041,674   流動負債 283,190,719

        工作物 2,490,537,235     １年内償還予定地方債 236,873,912

        工作物減価償却累計額 -1,774,426,629     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 43,777,996

        航空機 -     預り金 2,538,811

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,908,183,359

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 15,223,760,777

      インフラ資産 4,489,815,790   余剰分（不足分） -2,700,870,973

        土地 352,813,006

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 19,095,425,217

        工作物減価償却累計額 -14,958,422,433

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 361,359,239

      物品減価償却累計額 -277,384,398

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,296,545,776

      投資及び出資金 1,276,124,712

        有価証券 4,778,000

        出資金 1,271,346,712

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 38,599,949

      長期貸付金 1,000,000

      基金 984,361,354

        減債基金 -

        その他 984,361,354

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,540,239

  流動資産 1,175,833,830

    現金預金 192,394,678

    未収金 16,422,417

    短期貸付金 -

    基金 968,521,444

      財政調整基金 867,848,809

      減債基金 100,672,635

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,504,709 純資産合計 12,522,889,804

資産合計 15,431,073,163 負債及び純資産合計 15,431,073,163

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：坂祝町

会計：一般会計等 （単位：円）

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

  経常費用 3,270,602,869

    業務費用 2,083,432,062

      人件費 741,918,998

        職員給与費 562,537,851

        賞与等引当金繰入額 43,777,996

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 135,603,151

      物件費等 1,314,388,335

        物件費 697,990,834

        維持補修費 68,148,755

        減価償却費 548,248,746

        その他 -

      その他の業務費用 27,124,729

        支払利息 14,497,570

        徴収不能引当金繰入額 2,146,936

        その他 10,480,223

    移転費用 1,187,170,807

      補助金等 506,238,910

      社会保障給付 384,123,280

      他会計への繰出金 296,163,617

      その他 645,000

  経常収益 120,522,847

    使用料及び手数料 41,119,467

    その他 79,403,380

純経常行政コスト 3,150,080,022

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    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 -

    その他 -

純行政コスト 3,150,080,022

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

自治体名：坂祝町

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 12,401,436,399 14,959,956,798 -2,558,520,399

  純行政コスト（△） -3,150,080,022 -3,150,080,022

  財源 2,743,213,070 2,743,213,070

    税収等 2,205,070,254 2,205,070,254

    国県等補助金 538,142,816 538,142,816

  本年度差額 -406,866,952 -406,866,952

  固定資産等の変動（内部変動） -390,890,502 390,890,502

    有形固定資産等の増加 253,015,377 -253,015,377

    有形固定資産等の減少 -548,248,746 548,248,746

    貸付金・基金等の増加 69,613,867 -69,613,867

    貸付金・基金等の減少 -165,271,000 165,271,000

  資産評価差額 -1,154,435 -1,154,435

  無償所管換等 61,065,426 61,065,426

  その他 468,409,366 594,783,490 -126,374,124

  本年度純資産変動額 121,453,405 263,803,979 -142,350,574

本年度末純資産残高 12,522,889,804 15,223,760,777 -2,700,870,973

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：坂祝町

会計：一般会計等 （単位：円）

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 2,718,744,741

    業務費用支出 1,531,573,934

      人件費支出 740,456,552

      物件費等支出 766,139,589

      支払利息支出 14,497,570

      その他の支出 10,480,223

    移転費用支出 1,187,170,807

      補助金等支出 506,238,910

      社会保障給付支出 384,123,280

      他会計への繰出支出 296,163,617

      その他の支出 645,000

  業務収入 2,840,409,824

    税収等収入 2,203,427,057

    国県等補助金収入 516,467,816

    使用料及び手数料収入 41,119,467

    その他の収入 79,395,484

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 121,665,083

【投資活動収支】

  投資活動支出 322,629,244

    公共施設等整備費支出 253,015,377

    基金積立金支出 66,113,867

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,500,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 186,946,000

    国県等補助金収入 21,675,000

    基金取崩収入 161,771,000

    貸付金元金回収収入 3,500,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -135,683,244

【財務活動収支】

  財務活動支出 216,897,294

    地方債償還支出 216,897,294

    その他の支出 -

  財務活動収入 248,432,000

    地方債発行収入 248,432,000

前年度末歳計外現金残高 2,069,564

本年度歳計外現金増減額 469,247

本年度末歳計外現金残高 2,538,811

本年度末現金預金残高 192,394,678

    その他の収入 -

財務活動収支 31,534,706

本年度資金収支額 17,516,545

前年度末資金残高 172,339,322

本年度末資金残高 189,855,867


