
【様式第1号】

自治体名：金山町

会計：連結会計 （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 10,112,988   固定負債 3,723,584

    有形固定資産 8,381,626     地方債等 3,341,410

      事業用資産 3,906,941     長期未払金 -

        土地 1,008,368     退職手当引当金 381,580

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,881,353     その他 594

        建物減価償却累計額 -6,324,437   流動負債 543,169

        工作物 953,844     １年内償還予定地方債等 463,875

        工作物減価償却累計額 -743,643     未払金 8,977

        船舶 -     未払費用 6,713

        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 45,371

        航空機 -     預り金 18,233

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,266,753

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 131,457   固定資産等形成分 11,660,041

      インフラ資産 4,283,300   余剰分（不足分） -3,901,557

        土地 51,743   他団体出資等分 6,285

        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 985,187

      物品減価償却累計額 -793,801

    無形固定資産 12,082

      ソフトウェア 12,082

      その他 -

    投資その他の資産 1,719,280

      投資及び出資金 12,278

        有価証券 712

        出資金 11,566

        その他 -

      長期延滞債権 39,130

      長期貸付金 40,906

      基金 1,630,531

        減債基金 -

        その他 1,630,531

      その他 7

      徴収不能引当金 -3,572

  流動資産 1,918,534

    現金預金 353,860

    未収金 4,159

    短期貸付金 4,995

    基金 1,542,058

      財政調整基金 1,219,192

      減債基金 322,866

    棚卸資産 7,449

    その他 6,172

    徴収不能引当金 -159

  繰延資産 - 純資産合計 7,764,769

資産合計 12,031,522 負債及び純資産合計 12,031,522

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：金山町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,349

    その他 -

純行政コスト 3,626,919

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,349

  臨時損失 26,899

    災害復旧事業費 26,899

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 103,245

    その他 373,306

純経常行政コスト 3,601,369

      社会保障給付 59,197

      その他 13,945

  経常収益 476,551

        その他 26,891

    移転費用 1,783,512

      補助金等 1,710,370

      その他の業務費用 49,154

        支払利息 18,751

        徴収不能引当金繰入額 3,512

        維持補修費 159,767

        減価償却費 458,566

        その他 10

        その他 128,426

      物件費等 1,472,015

        物件費 853,672

        職員給与費 595,814

        賞与等引当金繰入額 45,371

        退職手当引当金繰入額 3,629

  経常費用 4,077,920

    業務費用 2,294,408

      人件費 773,239

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

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：金山町

会計：連結会計 （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 7,422,814 11,479,417 -4,062,887 6,285

  純行政コスト（△） -3,626,919 -3,626,919 -

  財源 3,929,392 3,929,392 -

    税収等 2,586,672 2,586,672 -

    国県等補助金 1,342,720 1,342,720 -

  本年度差額 302,473 302,473 -

  固定資産等の変動（内部変動） 147,480 -147,480

    有形固定資産等の増加 648,225 -648,225

    有形固定資産等の減少 -460,713 460,713

    貸付金・基金等の増加 201,473 -201,473

    貸付金・基金等の減少 -241,505 241,505

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 26 26

  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 39,455 33,119 6,337 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 341,955 180,624 161,330 -

本年度末純資産残高 7,764,769 11,660,041 -3,901,557 6,285

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



【様式第4号】

自治体名：金山町

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 15,319

本年度歳計外現金増減額 2,373

本年度末歳計外現金残高 17,692

本年度末現金預金残高 353,860

財務活動収支 -107,968

本年度資金収支額 14,097

前年度末資金残高 319,425

比例連結割合変更に伴う差額 2,647

本年度末資金残高 336,168

    地方債等償還支出 576,328

    その他の支出 -

  財務活動収入 468,360

    地方債等発行収入 468,360

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,349

    その他の収入 -

投資活動収支 -461,479

【財務活動収支】

  財務活動支出 576,328

    その他の支出 -

  投資活動収入 382,001

    国県等補助金収入 148,889

    基金取崩収入 212,212

    貸付金元金回収収入 19,551

  投資活動支出 843,480

    公共施設等整備費支出 648,232

    基金積立金支出 176,288

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,960

    災害復旧事業費支出 26,899

    その他の支出 -

  臨時収入 7,394

業務活動収支 583,543

【投資活動収支】

    税収等収入 2,596,270

    国県等補助金収入 1,189,437

    使用料及び手数料収入 103,973

    その他の収入 327,046

  臨時支出 26,899

    移転費用支出 1,781,335

      補助金等支出 1,708,193

      社会保障給付支出 59,197

      その他の支出 13,945

  業務収入 4,216,726

    業務費用支出 1,832,343

      人件費支出 769,669

      物件費等支出 1,016,749

      支払利息支出 18,751

      その他の支出 27,174

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,613,678


