
【様式第1号】

自治体名：坂祝町

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 16,800,164,988   固定負債 5,252,446,959

    有形固定資産 15,501,915,866     地方債等 3,278,439,766

      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 -

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 128,756,000

        立木竹 -     その他 1,845,251,193

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 384,829,924

        建物 7,120,284,970     １年内償還予定地方債等 313,683,317

        建物減価償却累計額 -4,201,041,674     未払金 21,738,800

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,490,537,235     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,774,426,629     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 46,868,996

        船舶 -     預り金 2,538,811

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,637,276,883

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 18,137,962,983

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,546,433,650

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 7,841,540,588

        土地 412,317,241

        土地減損損失累計額 -

        建物 15,506,020

        建物減価償却累計額 -10,022,122

        建物減損損失累計額 -

        工作物 23,733,450,757

        工作物減価償却累計額 -16,316,611,308

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 6,900,000

      物品 686,437,714

      物品減価償却累計額 -410,965,362

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 232,250,667

      ソフトウェア -

      その他 232,250,667

    投資その他の資産 1,065,998,455

      投資及び出資金 8,723,200

        有価証券 4,778,000

        出資金 3,945,200

        その他 -

      長期延滞債権 77,971,688

      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 -6,057,787

  流動資産 2,428,641,228

    現金預金 1,023,535,356

    未収金 69,858,397

    短期貸付金 -

    基金 1,337,797,995

      財政調整基金 1,237,125,360

      減債基金 100,672,635

    棚卸資産 1,234,469

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,784,989

  繰延資産 - 純資産合計 13,591,529,333

資産合計 19,228,806,216 負債及び純資産合計 19,228,806,216

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：坂祝町

会計：全体会計 （単位：円）

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

  経常費用 4,833,428,831

    業務費用 2,540,144,334

      人件費 789,682,518

        職員給与費 593,446,524

        賞与等引当金繰入額 44,942,996

        退職手当引当金繰入額 3,226,770

        その他 148,066,228

      物件費等 1,672,801,160

        物件費 882,878,816

        維持補修費 77,890,054

        減価償却費 712,032,290

        その他 -

      その他の業務費用 77,660,656

        支払利息 32,433,963

        徴収不能引当金繰入額 4,740,986

        その他 40,485,707

    移転費用 2,293,284,497

      補助金等 1,908,516,217

      社会保障給付 384,123,280

      その他 645,000

  経常収益 413,670,133

    使用料及び手数料 323,277,217

    その他 90,392,916

純経常行政コスト 4,419,758,698

  臨時損失 6,292,456

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,270

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 6,291,186

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 4,426,051,154



【様式第3号】

自治体名：坂祝町

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 13,987,793,391 18,411,023,835 -4,423,230,444 -

  純行政コスト（△） -4,426,051,154 -4,426,051,154 -

  財源 4,110,541,704 4,110,541,704 -

    税収等 2,806,726,178 2,806,726,178 -

    国県等補助金 1,303,815,526 1,303,815,526 -

  本年度差額 -315,509,450 -315,509,450 -

  固定資産等の変動（内部変動） -323,180,488 323,180,488

    有形固定資産等の増加 351,842,075 -351,842,075

    有形固定資産等の減少 -712,033,560 712,033,560

    貸付金・基金等の増加 202,281,997 -202,281,997

    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

  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 -140,665,599 -9,791,355 -130,874,244

  本年度純資産変動額 -396,264,058 -273,060,852 -123,203,206 -

本年度末純資産残高 13,591,529,333 18,137,962,983 -4,546,433,650 -

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：坂祝町

会計：全体会計 （単位：円）

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 4,146,540,553

    業務費用支出 1,853,351,246

      人件費支出 788,220,072

      物件費等支出 994,635,374

      支払利息支出 32,433,963

      その他の支出 38,061,837

    移転費用支出 2,293,189,307

      補助金等支出 1,908,421,027

      社会保障給付支出 384,123,280

      その他の支出 645,000

  業務収入 4,416,822,509

    税収等収入 2,721,019,746

    国県等補助金収入 1,282,140,526

    使用料及び手数料収入 323,277,217

    その他の収入 90,385,020

  臨時支出 4,948,502

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,948,502

  臨時収入 -

業務活動収支 265,333,454

【投資活動収支】

  投資活動支出 584,264,892

    公共施設等整備費支出 381,982,895

    基金積立金支出 198,781,997

    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 229,933,498

    国県等補助金収入 34,341,000

    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 30,321,498

投資活動収支 -354,331,394

【財務活動収支】

  財務活動支出 292,508,956

    地方債等償還支出 292,508,956

    その他の支出 -

  財務活動収入 334,532,000

    地方債等発行収入 297,932,000

    その他の収入 36,600,000

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 1,023,535,356

財務活動収支 42,023,044

本年度資金収支額 -46,974,896

前年度末資金残高 1,067,971,441

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,020,996,545


