
【様式第1号】

自治体名：金山町

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 9,903,148   固定負債 3,654,581

    有形固定資産 8,214,314     地方債等 3,313,044

      事業用資産 3,756,968     長期未払金 -

        土地 995,254     退職手当引当金 341,537

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,514,153     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,051,810   流動負債 521,321

        工作物 897,370     １年内償還予定地方債等 462,007

        工作物減価償却累計額 -691,055     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 41,775

        航空機 -     預り金 17,539

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,175,902

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 93,055   固定資産等形成分 11,438,645

      インフラ資産 4,283,300   余剰分（不足分） -3,878,884

        土地 51,743   他団体出資等分 -

        建物 59,639

        建物減価償却累計額 -7,705

        工作物 8,663,072

        工作物減価償却累計額 -4,713,338

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 229,888

      物品 934,361

      物品減価償却累計額 -760,315

    無形固定資産 11,232

      ソフトウェア 11,232

      その他 -

    投資その他の資産 1,677,602

      投資及び出資金 25,168

        有価証券 13,612

        出資金 11,556

        その他 -

      長期延滞債権 39,094

      長期貸付金 40,906

      基金 1,576,006

        減債基金 -

        その他 1,576,006

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,572

  流動資産 1,832,515

    現金預金 295,686

    未収金 1,491

    短期貸付金 4,995

    基金 1,530,502

      財政調整基金 1,207,637

      減債基金 322,866

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -159

  繰延資産 - 純資産合計 7,559,761

資産合計 11,735,663 負債及び純資産合計 11,735,663

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：金山町

会計：全体会計 （単位：千円）

全体行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,223,823

    業務費用 1,978,534

      人件費 638,621

        職員給与費 494,081

        賞与等引当金繰入額 41,775

        退職手当引当金繰入額 3,629

        その他 99,137

      物件費等 1,306,904

        物件費 715,309

        維持補修費 149,921

        減価償却費 441,675

        その他 -

      その他の業務費用 33,009

        支払利息 18,642

        徴収不能引当金繰入額 3,512

        その他 10,855

    移転費用 1,245,289

      補助金等 1,180,564

      社会保障給付 59,197

      その他 5,528

  経常収益 262,533

    使用料及び手数料 97,210

    その他 165,323

純経常行政コスト 2,961,290

  臨時損失 26,899

    災害復旧事業費 26,899

    資産除売却損 0

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,320

    資産売却益 1,320

    その他 -

純行政コスト 2,986,869



【様式第3号】

自治体名：金山町

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 7,283,578 11,330,531 -4,046,953 -

  純行政コスト（△） -2,986,869 -2,986,869 -

  財源 3,263,052 3,263,052 -

    税収等 2,457,914 2,457,914 -

    国県等補助金 805,137 805,137 -

  本年度差額 276,183 276,183 -

  固定資産等の変動（内部変動） 108,114 -108,114

    有形固定資産等の増加 598,100 -598,100

    有形固定資産等の減少 -441,675 441,675

    貸付金・基金等の増加 185,816 -185,816

    貸付金・基金等の減少 -234,127 234,127

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 - - -

  本年度純資産変動額 276,183 108,114 168,069 -

本年度末純資産残高 7,559,761 11,438,645 -3,878,884 -

全体純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：金山町

会計：全体会計 （単位：千円）

全体資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,772,405

    業務費用支出 1,527,116

      人件費支出 632,390

      物件費等支出 865,229

      支払利息支出 18,642

      その他の支出 10,855

    移転費用支出 1,245,289

      補助金等支出 1,180,564

      社会保障給付支出 59,197

      その他の支出 5,528

  業務収入 3,358,215

    税収等収入 2,469,232

    国県等補助金収入 671,151

    使用料及び手数料収入 97,938

    その他の収入 119,894

  臨時支出 26,899

    災害復旧事業費支出 26,899

    その他の支出 -

  臨時収入 7,313

業務活動収支 566,225

【投資活動収支】

  投資活動支出 777,697

    公共施設等整備費支出 598,100

    基金積立金支出 160,637

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,960

    その他の支出 -

  投資活動収入 352,367

    国県等補助金収入 126,673

    基金取崩収入 204,823

    貸付金元金回収収入 19,551

    資産売却収入 1,320

    その他の収入 -

投資活動収支 -425,330

【財務活動収支】

  財務活動支出 573,004

    地方債等償還支出 573,004

    その他の支出 -

  財務活動収入 453,050

    地方債等発行収入 453,050

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 15,013

本年度歳計外現金増減額 2,526

本年度末歳計外現金残高 17,539

本年度末現金預金残高 295,686

財務活動収支 -119,954

本年度資金収支額 20,941

前年度末資金残高 257,205

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 278,146


