
令和元年度阿久根市財務書類４表 

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」による令和元年度決算に係る財務書類（一般会

計等・全体・連結）を作成しましたので，公表します。 

１ 財務書類の基本的事項について 

財務書類は４つの表から構成されており，それぞれが連動しています。貸借対照表の純資

産は，国県からの補助金や自団体の財源で既に負担した部分を表しています。この純資産の

変動を表したものが，純資産変動計算書です。純資産変動計算書における純経常行政コスト

が一般財源，補助金等受入等を超過すれば，純資産が減少し，逆に一般財源，補助金等受入

等が純経常行政コストを超過すれば，純資産が増加することになります。 

行政コスト計算書は，純資産変動計算書の純経常行政コストの明細であり，１年間にかかっ

た経常行政コスト総額から受益者負担である経常収益を控除することで，一般財源，補助金

等受入等で負担すべき純経常行政コストが算出されます。 

資金収支計算書の期末歳計現金残高は，貸借対照表の歳計現金と一致します。このことは，

資金収支計算書が，貸借対照表に計上されている歳計現金の増減の明細であることを意味し

ます。 

≪財務書類４表の関係≫ 
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 貸借対照表とは 

地方公共団体の毎年度決算は，1年間にどのような収入があり，何にいくら支出したか

など，現金の動きを表すのに適していますが，土地や建物，現金などの資産をどれくらい

所有し，また資産を得るためにどの程度の負債を抱えているのか（いわゆる「ストック情

報」）は把握しにくいものとなっています。 

地方公共団体の貸借対照表は，これらの資産や負債など財政状況を表にまとめたもので

あり，財務諸表の中心になるものです。 

貸借対照表の左側（借方）は，当該年度末現在において所有している土地や建物から，

株や現金・預金のようなものまでを表します。これらをまとめて資産といい，住民の財産

として将来世代に残る財産や権利等の貸借対照表作成年度末時点での残高が計上されま

す。 

対する右側（貸方）は，資産を手に入れるために使ったお金の出所（＝資産取得時の財

源）であり，地方債などの将来の住民負担額を表す負債と，既に支払われて返済する必要

のない国や県からの補助金や一般財源などがあります。 

純資産の部には今までの住民負担額が計上されます。 

つまり，資産の部は，「資金の使途」を，負債，純資産の部には「資金の調達方法」を

示したものになります。 

≪貸借対照表の構造≫ 

借 方 貸 方 

【 資 産 】 

土地，建物など 

財産・資産 

【 負 債 】 

地方債など将来世代の負担分 

【 純 資 産 】 

これまでの世代が負担した資産 

資金の使途 資金の調達方法 

 行政コスト計算書とは 

地方公共団体の行政活動は，貸借対照表に表される資産の形成のみでなく，人的サービ

スや給付サービスなど，資産形成につながらない行政サービスが大きな比重を占めていま

す。 

つまり，貸借対照表が将来世代も利用できる資産の形成実績を示しているのに対し，行

政コスト計算書は，人的なサービスや給付サービスなどの資産形成につながらない行政

サービスの活動実績をコストという側面から把握したものです。 



 純資産変動計算書とは 

純資産変動計算書とは，貸借対照表の純資産の部に計上された『公共資産等整備国県補

助金等』『公共資産等整備一般財源等』『その他一般財源等』『資産評価差額』の４項目につ

いて，当該年度の期首と期末でどのような変動要因があったのかを，フロー形式で確認す

るものです。つまり，これまでの世代が負担してきた部分になり，1 年間でこれまでの世

代が負担してきた部分の増減を把握できます。 

  ≪純資産変動計算書の科目説明≫ 

経常項目 説  明 

純行政コスト 行政コスト計算書における純行政コスト 

財源 
税収等 地方税，地方交付税及び地方譲与税等 

国県等補助金 国庫支出金及び都道府県支出金等 

固定資産等

の変動（内部

変動） 

有形固定資産等の増加

有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有

資産の増加額または有形固定資産及び無形固定資

産の形成のために支出した金額 

有形固定資産等の減少

有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費相当

額及び除売却による減少額または有形固定資産及

び無形固定資産の売却収入（元本分），除却相当額

及び自己金融効果を伴う減価償却費相当額 

貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額また

は新たな貸付金・基金等のために支出した金額 

貸付金・基金等の減少
貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額また

は貸付金の償還収入及び基金の取崩収入相当額等 

資産評価差額 有価証券等の評価差額 

無償所管換等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等 

その他 上記以外の純資産及びその内部構成の変動 

 資金収支計算書とは 

資金収支計算書とは，歳計現金の出入りの情報を性質の異なる３つの活動区分(経常的

収支の部，公共資産整備収支の部，投資・財務的収支の部)に分けて表示し，その支出と

財源の関係を確認するための財務書類です。 



２ 連結財務書類について 

 一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計からなる一般会計等財務書類に地方公営

事業会計を加えた財務書類を全体財務書類といいます。さらに，地方公共団体の関連団体を

加えた財務書類を連結財務書類といいます。

地方公共団体とその関連団体を連結してひとつの行政サービス実施主体としてとらえ，公

的資金等によって形成された資産の状況，その財源とされた負債・純資産の状況さらには行

政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明らかにすることが，連結

財務諸表作成の目的です。

 また，作成によって連結ベースの資産老朽化比率等の各種財政指標の把握が可能になり，

公共施設等のマネジメントに資すると考えられます。

≪連結の対象となる団体（会計）のイメージ≫

地方公共団体

一部事務組合

広域連合

地方独立行政法人

地方三公社

第三セクター等

一般会計

特別会計

うち公営企業会計

一般会計等 地方公営事業会計

【全体作成範囲】 

  一般会計，上水道事業，簡易水道事業，国民健康保険事業，介護保険事業，交通災害共済

事業，後期高齢者医療事業 

【連結作成範囲】 

  北薩広域行政事務組合，阿久根地区消防組合，鹿児島県市町村総合事務組合，鹿児島県後

期高齢者医療広域連合，阿久根市土地開発公社，阿久根市美しい海のまちづくり公社，阿久

根食肉流通センター 

連結財務書類

全体財務書類

一般会計等財務書類



【様式第1号】

自治体名：阿久根市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 15,360,313,084   固定負債 11,598,676,196

    有形固定資産 10,855,908,376     地方債 10,360,847,196

      事業用資産 9,261,636,405     長期未払金 -

        土地 3,632,678,451     退職手当引当金 1,237,829,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,973,135,150     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,636,454,752   流動負債 1,076,796,145

        工作物 453,666,460     １年内償還予定地方債 931,457,718

        工作物減価償却累計額 -161,388,904     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 107,756,795

        航空機 -     預り金 37,581,632

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 12,675,472,341

        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 18,325,170,119

      インフラ資産 1,210,076,014   余剰分（不足分） -12,115,634,886

        土地 202,888,400

        建物 2,848,592,227

        建物減価償却累計額 -2,438,364,292

        工作物 680,175,167

        工作物減価償却累計額 -83,215,488

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 509,213,875

      物品減価償却累計額 -125,017,918

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 4,504,404,708

      投資及び出資金 293,608,110

        有価証券 8,047,110

        出資金 67,712,000

        その他 217,849,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 129,234,619

      長期貸付金 -

      基金 4,092,375,487

        減債基金 -

        その他 4,092,375,487

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,813,508

  流動資産 3,524,694,490

    現金預金 537,821,159

    未収金 24,333,052

    短期貸付金 -

    基金 2,964,857,035

      財政調整基金 2,244,672,815

      減債基金 720,184,220

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,316,756 純資産合計 6,209,535,233

資産合計 18,885,007,574 負債及び純資産合計 18,885,007,574

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：阿久根市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 4,390,000

純行政コスト 9,790,307,983

    その他 -

  臨時利益 10,080,148

    資産売却益 5,690,148

    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 -

純経常行政コスト 9,772,231,328

  臨時損失 28,156,803

    災害復旧事業費 28,156,803

  経常収益 417,105,266

    使用料及び手数料 129,793,983

    その他 287,311,283

      社会保障給付 2,605,877,790

      他会計への繰出金 1,063,746,872

      その他 5,946,882

        その他 59,303,062

    移転費用 6,120,796,711

      補助金等 2,445,225,167

      その他の業務費用 122,433,072

        支払利息 51,575,110

        徴収不能引当金繰入額 11,554,900

        維持補修費 198,980,210

        減価償却費 433,239,033

        その他 -

        その他 364,091,375

      物件費等 2,102,864,940

        物件費 1,470,645,697

        職員給与費 1,371,393,701

        賞与等引当金繰入額 107,756,795

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 10,189,336,594

    業務費用 4,068,539,883

      人件費 1,843,241,871

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：阿久根市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 6,410,110,113 17,795,908,868 -11,385,798,755

  純行政コスト（△） -9,790,307,983 -9,790,307,983

  財源 9,590,411,103 9,590,411,103

    税収等 6,985,616,098 6,985,616,098

    国県等補助金 2,604,795,005 2,604,795,005

  本年度差額 -199,896,880 -199,896,880

  固定資産等の変動（内部変動） 529,939,251 -529,939,251

    有形固定資産等の増加 830,036,128 -830,036,128

    有形固定資産等の減少 -433,239,033 984,752,492

    貸付金・基金等の増加 983,253,615 -983,253,615

    貸付金・基金等の減少 -850,111,459 298,598,000

  資産評価差額 -678,000 -678,000

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -200,574,880 529,261,251 -729,836,131

本年度末純資産残高 6,209,535,233 18,325,170,119 -12,115,634,886

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：阿久根市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 39,087,766

本年度歳計外現金増減額 -1,506,134

本年度末歳計外現金残高 37,581,632

本年度末現金預金残高 537,821,159

    その他の収入 -

財務活動収支 732,081,882

本年度資金収支額 -75,269,837

前年度末資金残高 575,509,364

本年度末資金残高 500,239,527

  財務活動支出 948,016,118

    地方債償還支出 948,016,118

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,680,098,000

    地方債発行収入 1,680,098,000

    貸付金元金回収収入 70,000,000

    資産売却収入 5,690,148

    その他の収入 -

投資活動収支 -827,151,876

【財務活動収支】

    貸付金支出 70,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 828,329,429

    国県等補助金収入 151,826,000

    基金取崩収入 600,813,281

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,655,481,305

    公共施設等整備費支出 830,036,128

    基金積立金支出 755,445,177

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 28,156,803

    災害復旧事業費支出 28,156,803

    その他の支出 -

  臨時収入 10,390,000

業務活動収支 19,800,157

  業務収入 9,770,113,406

    税収等収入 6,983,746,762

    国県等補助金収入 2,452,969,005

    使用料及び手数料収入 132,324,856

    その他の収入 201,072,783

    移転費用支出 6,120,796,711

      補助金等支出 2,445,225,167

      社会保障給付支出 2,605,877,790

      他会計への繰出支出 1,063,746,872

      その他の支出 5,946,882

    業務費用支出 3,611,749,735

      人件費支出 1,838,141,881

      物件費等支出 1,669,625,907

      支払利息支出 51,575,110

      その他の支出 52,406,837

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 9,732,546,446



【様式第1号】

自治体名：阿久根市

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 18,196,821,952   固定負債 13,995,191,333

    有形固定資産 13,428,022,905     地方債等 12,583,771,087

      事業用資産 9,261,636,405     長期未払金 -

        土地 3,632,678,451     退職手当引当金 1,237,829,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 173,591,246

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,386,138,379

        建物 15,973,135,150     １年内償還予定地方債等 1,112,275,064

        建物減価償却累計額 -10,636,454,752     未払金 116,619,138

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 453,666,460     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -161,388,904     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 119,599,605

        船舶 -     預り金 37,644,572

        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 15,381,329,712

        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 21,161,678,987

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -13,504,297,721

        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 3,387,937,178

        土地 311,136,637

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,078,093,778

        建物減価償却累計額 -2,527,096,031

        建物減損損失累計額 -

        工作物 4,771,918,527

        工作物減価償却累計額 -2,429,144,612

        工作物減損損失累計額 -

        その他 850,324

        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 182,178,555

      物品 1,564,041,927

      物品減価償却累計額 -785,592,605

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 100,500

      ソフトウェア -

      その他 100,500

    投資その他の資産 4,768,698,547

      投資及び出資金 258,266,110

        有価証券 8,047,110

        出資金 68,319,000

        その他 181,900,000

      長期延滞債権 232,765,853

      長期貸付金 -

      基金 4,300,739,272

        減債基金 -

        その他 4,300,739,272

      その他 -

      徴収不能引当金 -23,072,688

  流動資産 4,841,889,026

    現金預金 1,815,958,378

    未収金 66,858,158

    短期貸付金 -

    基金 2,964,857,035

      財政調整基金 2,244,672,815

      減債基金 720,184,220

    棚卸資産 18,005

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,802,550

  繰延資産 - 純資産合計 7,657,381,266

資産合計 23,038,710,978 負債及び純資産合計 23,038,710,978

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：阿久根市

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 5,690,148

    その他 4,390,000

純行政コスト 15,200,354,131

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 580

  臨時利益 10,080,148

  臨時損失 28,157,383

    災害復旧事業費 28,156,803

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 558,748,650

    その他 315,461,669

純経常行政コスト 15,182,276,896

      社会保障給付 2,605,877,790

      その他 15,283,482

  経常収益 874,210,319

        その他 118,433,664

    移転費用 11,319,198,921

      補助金等 8,698,037,649

      その他の業務費用 226,770,975

        支払利息 83,694,388

        徴収不能引当金繰入額 24,642,923

        維持補修費 214,188,246

        減価償却費 558,949,049

        その他 -

        その他 413,566,730

      物件費等 2,482,742,262

        物件費 1,709,604,967

        職員給与費 1,494,709,887

        賞与等引当金繰入額 119,498,440

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 16,056,487,215

    業務費用 4,737,288,294

      人件費 2,027,775,057

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：阿久根市

会計：全体会計 （単位：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 7,691,829,681 20,487,538,213 -12,795,708,532 -

  純行政コスト（△） -15,200,354,131 -15,200,354,131 -

  財源 15,166,583,716 15,166,583,716 -

    税収等 8,828,561,724 8,828,561,724 -

    国県等補助金 6,338,021,992 6,338,021,992 -

  本年度差額 -33,770,415 -33,770,415 -

  固定資産等の変動（内部変動） 674,818,774 -674,818,774

    有形固定資産等の増加 1,106,700,798 -1,106,700,798

    有形固定資産等の減少 -559,394,249 1,271,416,426

    貸付金・基金等の増加 1,138,132,402 -1,138,132,402

    貸付金・基金等の減少 -1,010,620,177 298,598,000

  資産評価差額 -678,000 -678,000

  無償所管換等 - -

  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 -34,448,415 674,140,774 -708,589,189 -

本年度末純資産残高 7,657,381,266 21,161,678,987 -13,504,297,721 -

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：阿久根市

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 39,087,766

本年度歳計外現金増減額 -1,506,134

本年度末歳計外現金残高 37,581,632

本年度末現金預金残高 1,815,958,378

財務活動収支 618,915,115

本年度資金収支額 -80,322,193

前年度末資金残高 1,858,698,939

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,778,376,746

    地方債等償還支出 1,132,082,885

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,750,998,000

    地方債等発行収入 1,750,998,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,690,148

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,106,702,758

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,132,082,885

    その他の支出 -

  投資活動収入 847,459,029

    国県等補助金収入 151,826,000

    基金取崩収入 619,942,881

    貸付金元金回収収入 70,000,000

  投資活動支出 1,954,161,787

    公共施設等整備費支出 1,106,700,798

    基金積立金支出 777,460,989

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 70,000,000

    災害復旧事業費支出 28,156,803

    その他の支出 -

  臨時収入 10,390,000

業務活動収支 407,465,450

【投資活動収支】

    税収等収入 8,805,082,884

    国県等補助金収入 6,186,195,992

    使用料及び手数料収入 551,794,623

    その他の収入 227,753,265

  臨時支出 28,156,803

    移転費用支出 11,319,198,921

      補助金等支出 8,698,037,649

      社会保障給付支出 2,605,877,790

      その他の支出 15,283,482

  業務収入 15,770,826,764

    業務費用支出 4,026,395,590

      人件費支出 2,021,897,506

      物件費等支出 1,816,519,076

      支払利息支出 83,694,388

      その他の支出 104,284,620

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 15,345,594,511



【様式第1号】

自治体名：阿久根市

会計：連結会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 23,450,083,353   固定負債 15,598,051,906

    有形固定資産 18,694,319,035     地方債等 13,781,092,937

      事業用資産 13,942,445,476     長期未払金 -

        土地 4,683,837,135     退職手当引当金 1,638,072,069

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 178,886,900

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,101,248,050

        建物 19,186,080,665     １年内償還予定地方債等 2,319,313,418

        建物減価償却累計額 -12,486,834,598     未払金 546,216,719

        建物減損損失累計額 -     未払費用 3,869,431

        工作物 3,689,945,333     前受金 912

        工作物減価償却累計額 -2,779,336,761     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 150,230,791

        船舶 -     預り金 80,346,075

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,270,704

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 18,699,299,956

        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 26,415,010,145

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -15,600,042,623

        航空機 -   他団体出資等分 207,500,000

        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 1,648,753,702

      インフラ資産 3,387,937,178

        土地 311,136,637

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,078,093,778

        建物減価償却累計額 -2,527,096,031

        建物減損損失累計額 -

        工作物 4,771,918,527

        工作物減価償却累計額 -2,429,144,612

        工作物減損損失累計額 -

        その他 850,324

        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 182,178,555

      物品 4,539,231,994

      物品減価償却累計額 -3,175,295,613

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,097,472

      ソフトウェア -

      その他 1,097,472

    投資その他の資産 4,754,666,846

      投資及び出資金 79,366,110

        有価証券 8,047,110

        出資金 68,319,000

        その他 3,000,000

      長期延滞債権 232,955,632

      長期貸付金 -

      基金 4,459,150,865

        減債基金 -

        その他 4,459,150,865

      その他 6,266,927

      徴収不能引当金 -23,072,688

  流動資産 6,271,684,125

    現金預金 2,889,690,138

    未収金 421,626,877

    短期貸付金 -

    基金 2,964,926,792

      財政調整基金 2,244,742,572

      減債基金 720,184,220

    棚卸資産 646,538

    その他 596,330

    徴収不能引当金 -5,802,550

  繰延資産 - 純資産合計 11,022,467,522

資産合計 29,721,767,478 負債及び純資産合計 29,721,767,478

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：阿久根市

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 5,873,212

    その他 4,515,534

純行政コスト 18,314,569,441

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 71,580

  臨時利益 10,388,746

  臨時損失 31,658,555

    災害復旧事業費 28,156,803

    資産除売却損 3,430,172

    使用料及び手数料 2,586,649,397

    その他 19,963,105,930

純経常行政コスト 18,293,299,632

      社会保障給付 7,194,419,709

      その他 51,560,713

  経常収益 22,549,755,327

        その他 257,565,314

    移転費用 13,980,544,416

      補助金等 6,734,563,994

      その他の業務費用 378,715,262

        支払利息 96,507,025

        徴収不能引当金繰入額 24,642,923

        維持補修費 293,967,238

        減価償却費 865,329,470

        その他 120,734

        その他 461,142,717

      物件費等 24,018,872,035

        物件費 22,859,454,593

        職員給与費 1,842,188,650

        賞与等引当金繰入額 144,078,627

        退職手当引当金繰入額 17,513,252

  経常費用 40,843,054,959

    業務費用 26,862,510,543

      人件費 2,464,923,246

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：阿久根市

会計：連結会計 （単位：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 9,941,568,507 24,651,818,407 -14,917,749,900 207,500,000

  純行政コスト（△） -18,314,569,441 -18,314,569,441 -

  財源 19,408,727,132 19,408,727,132 -

    税収等 10,659,107,708 10,659,107,708 -

    国県等補助金 8,749,619,424 8,749,619,424 -

  本年度差額 1,094,157,691 1,094,157,691 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,566,260,237 -1,566,260,237

    有形固定資産等の増加 2,507,480,486 -2,507,480,486

    有形固定資産等の減少 -867,716,895 1,579,739,072

    貸付金・基金等の増加 1,139,482,859 -1,139,482,859

    貸付金・基金等の減少 -1,212,986,213 500,964,036

  資産評価差額 -678,000 -678,000

  無償所管換等 - -

  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 -12,580,676 18,709,501 -31,290,177 -

  その他 - 178,900,000 -178,900,000

  本年度純資産変動額 1,080,899,015 1,763,191,738 -682,292,723 -

本年度末純資産残高 11,022,467,522 26,415,010,145 -15,600,042,623 207,500,000

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：阿久根市

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 39,217,242

本年度歳計外現金増減額 -1,516,265

本年度末歳計外現金残高 37,700,977

本年度末現金預金残高 2,889,690,138

財務活動収支 838,664,109

本年度資金収支額 227,410,526

前年度末資金残高 2,626,162,961

比例連結割合変更に伴う差額 -1,584,326

本年度末資金残高 2,851,989,161

    地方債等償還支出 1,311,064,927

    その他の支出 1,268,964

  財務活動収入 2,150,998,000

    地方債等発行収入 2,150,998,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,836,237

    その他の収入 722,200,320

投資活動収支 -1,457,923,543

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,312,333,891

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,893,803,758

    国県等補助金収入 475,785,920

    基金取崩収入 619,981,281

    貸付金元金回収収入 70,000,000

  投資活動支出 3,351,727,301

    公共施設等整備費支出 2,503,964,236

    基金積立金支出 777,763,065

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 70,000,000

    災害復旧事業費支出 28,156,803

    その他の支出 71,001

  臨時収入 10,515,534

業務活動収支 846,669,960

【投資活動収支】

    税収等収入 9,913,428,548

    国県等補助金収入 8,273,833,504

    使用料及び手数料収入 2,706,938,370

    その他の収入 19,875,028,336

  臨時支出 28,227,804

    移転費用支出 13,980,290,572

      補助金等支出 6,734,563,994

      社会保障給付支出 7,194,419,709

      その他の支出 51,306,869

  業務収入 40,769,228,758

    業務費用支出 25,924,555,956

      人件費支出 2,443,053,914

      物件費等支出 23,113,382,040

      支払利息支出 96,507,025

      その他の支出 271,612,977

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 39,904,846,528


