
【様式第1号】

自治体名：坂祝町

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 17,861,274,496   固定負債 5,789,210,248

    有形固定資産 15,900,653,255     地方債等 3,393,914,055

      事業用資産 7,664,817,183     長期未払金 -

        土地 3,815,598,901     退職手当引当金 540,638,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,854,658,193

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 444,118,131

        建物 7,488,307,043     １年内償還予定地方債等 329,564,730

        建物減価償却累計額 -4,360,368,595     未払金 58,351,489

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,529,807,301     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,808,527,467     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 52,953,473

        船舶 -     預り金 2,539,439

        船舶減価償却累計額 -     その他 709,000

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,233,328,379

        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 19,220,998,504

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,074,562,859

        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 15,000

        その他減価償却累計額 -15,000

        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 1,335,674,609

      物品減価償却累計額 -941,379,125

      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 1,728,370,574

      投資及び出資金 15,457,100

        有価証券 11,257,000

        出資金 4,200,100

        その他 -

      長期延滞債権 78,020,531

      長期貸付金 1,000,000

      基金 1,561,499,095

        減債基金 -

        その他 1,561,499,095

      その他 78,454,635

      徴収不能引当金 -6,060,787

  流動資産 2,518,489,528

    現金預金 1,090,869,353

    未収金 69,964,502

    短期貸付金 -

    基金 1,359,724,008

      財政調整基金 1,259,051,373

      減債基金 100,672,635

    棚卸資産 1,717,392

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,785,727

  繰延資産 - 純資産合計 14,146,435,645

資産合計 20,379,764,024 負債及び純資産合計 20,379,764,024

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：連結会計 （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 6,159,268,723

    業務費用 2,815,186,718

      人件費 887,041,930

        職員給与費 678,511,152

        賞与等引当金繰入額 51,027,473

        退職手当引当金繰入額 9,244,770

        その他 148,258,535

      物件費等 1,818,639,253

        物件費 973,900,704

        維持補修費 85,801,705

        減価償却費 758,868,584

        その他 68,260

      その他の業務費用 109,505,535

        支払利息 32,675,639

        徴収不能引当金繰入額 4,743,861

        その他 72,086,035

    移転費用 3,344,082,005

      補助金等 1,578,893,994

      社会保障給付 1,764,398,093

      その他 789,918

  経常収益 444,413,799

    使用料及び手数料 332,021,919

    その他 112,391,880

純経常行政コスト 5,714,854,924

  臨時損失 6,296,522

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 5,336

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 6,291,186

  臨時利益 52,997

    資産売却益 52,997

    その他 -

純行政コスト 5,721,098,449



【様式第3号】

自治体名：坂祝町

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 14,445,769,820 20,076,112,770 -5,630,342,950 -

  純行政コスト（△） -5,721,098,449 -5,721,098,449 -

  財源 5,370,171,793 5,370,171,793 -

    税収等 3,480,168,045 3,480,168,045 -

    国県等補助金 1,890,003,748 1,890,003,748 -

  本年度差額 -350,926,656 -350,926,656 -

  固定資産等の変動（内部変動） -349,464,183 349,464,183

    有形固定資産等の増加 379,857,093 -379,857,093

    有形固定資産等の減少 -758,918,920 758,918,920

    貸付金・基金等の増加 204,408,437 -204,408,437

    貸付金・基金等の減少 -174,810,793 174,810,793

  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 3,541,130 3,950,281 -409,151 -

  その他 -11,859,640 -569,511,355 557,651,715

  本年度純資産変動額 -299,334,175 -855,114,266 555,780,091 -

本年度末純資産残高 14,146,435,645 19,220,998,504 -5,074,562,859 -

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：連結会計 （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 5,419,722,778

    業務費用支出 2,075,735,963

      人件費支出 879,817,552

      物件費等支出 1,093,906,407

      支払利息支出 32,675,639

      その他の支出 69,336,365

    移転費用支出 3,343,986,815

      補助金等支出 1,578,798,804

      社会保障給付支出 1,764,398,093

      その他の支出 789,918

  業務収入 5,700,369,568

    税収等収入 3,394,461,613

    国県等補助金収入 1,868,328,748

    使用料及び手数料収入 332,021,919

    その他の収入 105,557,288

  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 275,698,288

【投資活動収支】

  投資活動支出 622,325,462

    公共施設等整備費支出 412,571,709

    基金積立金支出 206,253,753

    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 239,517,254

    国県等補助金収入 34,341,000

    基金取崩収入 171,301,759

    貸付金元金回収収入 3,500,000

    資産売却収入 52,997

    その他の収入 30,321,498

投資活動収支 -382,808,208

【財務活動収支】

  財務活動支出 304,575,093

    地方債等償還支出 304,401,764

    その他の支出 173,329

  財務活動収入 356,748,895

    地方債等発行収入 320,013,607

    その他の収入 36,735,288

前年度末歳計外現金残高 2,070,159

本年度歳計外現金増減額 469,280

本年度末歳計外現金残高 2,539,439

本年度末現金預金残高 1,090,869,353

財務活動収支 52,173,802

本年度資金収支額 -54,936,118

前年度末資金残高 1,142,311,876

比例連結割合変更に伴う差額 954,156

本年度末資金残高 1,088,329,914


