
【様式第1号】

自治体名：田原市

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 180,805,702   固定負債 34,532,137

    有形固定資産 169,486,617     地方債等 24,812,278

      事業用資産 57,224,935     長期未払金 -

        土地 19,429,651     退職手当引当金 6,333,122

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 3,038

        立木竹 -     その他 3,383,699

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,224,875

        建物 95,134,127     １年内償還予定地方債等 2,958,337

        建物減価償却累計額 -59,572,925     未払金 320,692

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,661,660     前受金 3,440

        工作物減価償却累計額 -1,727,987     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 395,529

        船舶 1,750     預り金 314,493

        船舶減価償却累計額 -     その他 232,384

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 38,757,011

        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 188,620,399

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -33,538,718

        航空機 -   他団体出資等分 370,768

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 4,231

        その他減価償却累計額 -3,370

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,297,797

      インフラ資産 110,186,109

        土地 17,370,627

        土地減損損失累計額 -

        建物 436,160

        建物減価償却累計額 -185,631

        建物減損損失累計額 -

        工作物 222,919,850

        工作物減価償却累計額 -131,009,856

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,616,087

        その他減価償却累計額 -1,187,264

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 226,136

      物品 5,711,681

      物品減価償却累計額 -3,636,108

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 208,360

      ソフトウェア 206,894

      その他 1,466

    投資その他の資産 11,110,725

      投資及び出資金 264,280

        有価証券 -

        出資金 254,280

        その他 10,000

      長期延滞債権 480,679

      長期貸付金 676,498

      基金 9,735,448

        減債基金 -

        その他 9,735,448

      その他 2,328

      徴収不能引当金 -48,508

  流動資産 13,403,759

    現金預金 4,311,490

    未収金 326,270

    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 501,744

    その他 456,368

    徴収不能引当金 -6,811

  繰延資産 - 純資産合計 155,452,449

資産合計 194,209,460 負債及び純資産合計 194,209,460

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：田原市

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 21,866

    その他 20,830

純行政コスト 45,818,281

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 498

  臨時利益 42,696

  臨時損失 343,384

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 342,886

    使用料及び手数料 2,272,459

    その他 1,558,158

純経常行政コスト 45,517,593

      社会保障給付 18,906,411

      その他 122,770

  経常収益 3,830,617

        その他 350,026

    移転費用 26,015,396

      補助金等 6,986,215

      その他の業務費用 769,907

        支払利息 362,963

        徴収不能引当金繰入額 56,917

        維持補修費 1,260,838

        減価償却費 7,760,965

        その他 48,731

        その他 1,193,522

      物件費等 16,238,185

        物件費 7,167,651

        職員給与費 4,388,383

        賞与等引当金繰入額 393,449

        退職手当引当金繰入額 349,368

  経常費用 49,348,210

    業務費用 23,332,814

      人件費 6,324,722

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：田原市

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 159,835,167 192,481,229 -32,999,378 353,316

  純行政コスト（△） -45,818,281 -45,840,526 22,245

  財源 41,595,620 41,592,793 2,827

    税収等 25,425,467 25,425,467 -

    国県等補助金 16,170,154 16,167,326 2,827

  本年度差額 -4,222,661 -4,247,733 25,072

  固定資産等の変動（内部変動） -3,769,434 3,769,434

    有形固定資産等の増加 4,977,787 -4,977,787

    有形固定資産等の減少 -8,130,357 8,130,357

    貸付金・基金等の増加 1,067,368 -1,067,368

    貸付金・基金等の減少 -1,684,232 1,684,232

  資産評価差額 -28,223 -28,223

  無償所管換等 -59,927 -59,927

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 7,620 -7,620

  比例連結割合変更に伴う差額 -22,700 -3,246 -19,455 -

  その他 -49,206 - -49,206

  本年度純資産変動額 -4,382,718 -3,860,830 -539,340 17,452

本年度末純資産残高 155,452,449 188,620,399 -33,538,718 370,768

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：田原市

会計：連結会計 （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 4,311,490

財務活動収支 -857,902

本年度資金収支額 -1,063,490

前年度末資金残高 5,069,408

比例連結割合変更に伴う差額 -8,794

本年度末資金残高 3,997,124

    地方債等償還支出 3,070,729

    その他の支出 967,468

  財務活動収入 3,180,294

    地方債等発行収入 3,180,294

    その他の収入 -

    資産売却収入 41,275

    その他の収入 27,350

投資活動収支 -3,498,566

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,038,196

    その他の支出 81

  投資活動収入 1,873,120

    国県等補助金収入 621,274

    基金取崩収入 1,067,873

    貸付金元金回収収入 115,348

  投資活動支出 5,371,686

    公共施設等整備費支出 4,696,365

    基金積立金支出 554,029

    投資及び出資金支出 10

    貸付金支出 121,200

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 985

業務活動収支 3,292,978

【投資活動収支】

    税収等収入 25,316,123

    国県等補助金収入 15,645,318

    使用料及び手数料収入 2,264,380

    その他の収入 1,569,060

  臨時支出 -

    移転費用支出 26,015,134

      補助金等支出 6,985,415

      社会保障給付支出 18,906,411

      その他の支出 123,308

  業務収入 44,794,880

    業務費用支出 15,487,754

      人件費支出 6,350,695

      物件費等支出 8,465,566

      支払利息支出 362,963

      その他の支出 308,530

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 41,502,888


