
【様式第1号】

自治体名：田原市

会計：一般会計等 （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 133,317,960   固定負債 22,586,947

    有形固定資産 121,018,012     地方債 15,402,802

      事業用資産 55,591,765     長期未払金 -

        土地 18,008,913     退職手当引当金 6,214,225

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,038

        建物 94,857,421     その他 966,883

        建物減価償却累計額 -59,476,730   流動負債 3,050,612

        工作物 2,625,402     １年内償還予定地方債 2,148,513

        工作物減価償却累計額 -1,722,436     未払金 -

        船舶 1,750     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 220

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 380,653

        航空機 -     預り金 314,365

        航空機減価償却累計額 -     その他 206,861

        その他 4,095 負債合計 25,637,559

        その他減価償却累計額 -3,276 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,296,626   固定資産等形成分 141,132,658

      インフラ資産 63,409,312   余剰分（不足分） -24,120,882

        土地 17,168,182

        建物 277,574

        建物減価償却累計額 -60,499

        工作物 138,615,736

        工作物減価償却累計額 -92,751,838

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 160,156

      物品 5,381,776

      物品減価償却累計額 -3,364,840

    無形固定資産 150,833

      ソフトウェア 150,202

      その他 631

    投資その他の資産 12,149,115

      投資及び出資金 1,822,152

        有価証券 -

        出資金 1,822,152

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 248,725

      長期貸付金 676,498

      基金 9,424,359

        減債基金 -

        その他 9,424,359

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,619

  流動資産 9,331,375

    現金預金 1,408,371

    未収金 108,805

    短期貸付金 23,348

    基金 7,791,350

      財政調整基金 7,791,350

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -499 純資産合計 117,011,776

資産合計 142,649,335 負債及び純資産合計 142,649,335

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：田原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 608

純行政コスト 27,367,702

    その他 498

  臨時利益 22,473

    資産売却益 21,866

    資産除売却損 342,872

    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 27,046,805

  臨時損失 343,370

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,757,785

    使用料及び手数料 706,222

    その他 1,051,563

      社会保障給付 3,443,819

      他会計への繰出金 1,611,482

      その他 49,507

        その他 99,382

    移転費用 9,988,845

      補助金等 4,884,036

      その他の業務費用 330,421

        支払利息 207,921

        徴収不能引当金繰入額 23,118

        維持補修費 1,043,165

        減価償却費 5,957,775

        その他 -

        その他 1,169,629

      物件費等 12,402,201

        物件費 5,401,261

        職員給与費 4,188,486

        賞与等引当金繰入額 380,653

        退職手当引当金繰入額 344,355

  経常費用 28,804,591

    業務費用 18,815,746

      人件費 6,083,123

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：田原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 120,542,965 143,869,366 -23,326,401

  純行政コスト（△） -27,367,702 -27,367,702

  財源 24,034,847 24,034,847

    税収等 19,395,584 19,395,584

    国県等補助金 4,639,264 4,639,264

  本年度差額 -3,332,855 -3,332,855

  固定資産等の変動（内部変動） -2,648,559 2,648,559

    有形固定資産等の増加 4,007,624 -4,007,624

    有形固定資産等の減少 -6,320,057 6,320,057

    貸付金・基金等の増加 903,024 -903,024

    貸付金・基金等の減少 -1,239,149 1,239,149

  資産評価差額 -28,223 -28,223

  無償所管換等 -59,927 -59,927

  その他 -110,184 - -110,184

  本年度純資産変動額 -3,531,189 -2,736,709 -794,481

本年度末純資産残高 117,011,776 141,132,658 -24,120,882

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：田原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 323,207

本年度歳計外現金増減額 -8,842

本年度末歳計外現金残高 314,365

本年度末現金預金残高 1,408,371

    その他の収入 -

財務活動収支 -671,043

本年度資金収支額 -958,515

前年度末資金残高 2,052,521

本年度末資金残高 1,094,006

  財務活動支出 3,200,643

    地方債償還支出 2,248,728

    その他の支出 951,916

  財務活動収入 2,529,600

    地方債発行収入 2,529,600

    貸付金元金回収収入 115,348

    資産売却収入 41,275

    その他の収入 1,102

投資活動収支 -2,721,183

【財務活動収支】

    貸付金支出 121,200

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,550,433

    国県等補助金収入 524,835

    基金取崩収入 867,873

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,271,616

    公共施設等整備費支出 3,594,698

    基金積立金支出 518,418

    投資及び出資金支出 37,300

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 2,433,711

  業務収入 25,265,159

    税収等収入 19,393,187

    国県等補助金収入 4,114,429

    使用料及び手数料収入 706,601

    その他の収入 1,050,942

    移転費用支出 9,988,845

      補助金等支出 4,884,036

      社会保障給付支出 3,443,819

      他会計への繰出支出 1,611,482

      その他の支出 49,507

    業務費用支出 12,842,603

      人件費支出 6,105,710

      物件費等支出 6,444,426

      支払利息支出 207,921

      その他の支出 84,546

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 22,831,448


