
【様式第1号】

自治体名：田原市

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 180,958,131   固定負債 34,410,038

    有形固定資産 169,223,298     地方債等 25,087,605

      事業用資産 57,013,675     長期未払金 -

        土地 19,429,651     退職手当引当金 6,332,754

        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 2,986,641

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,147,510

        建物 94,857,421     １年内償還予定地方債等 2,943,586

        建物減価償却累計額 -59,476,730     未払金 272,478

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,625,402     前受金 1,166

        工作物減価償却累計額 -1,722,436     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 395,364

        船舶 1,750     預り金 314,365

        船舶減価償却累計額 -     その他 220,550

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 38,557,548

        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 188,772,828

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -34,944,158

        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 4,095

        その他減価償却累計額 -3,276

        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 5,421,444

      物品減価償却累計額 -3,397,930

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 169,482

      ソフトウェア 168,359

      その他 1,123

    投資その他の資産 11,565,350

      投資及び出資金 546,060

        有価証券 -

        出資金 546,060

        その他 -

      長期延滞債権 462,496

      長期貸付金 676,498

      基金 9,924,506

        減債基金 -

        その他 9,924,506

      その他 -

      徴収不能引当金 -44,209

  流動資産 11,428,088

    現金預金 3,358,842

    未収金 249,428

    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 5,943

    その他 -

    徴収不能引当金 -823

  繰延資産 - 純資産合計 153,828,670

資産合計 192,386,218 負債及び純資産合計 192,386,218

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：田原市

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 39,461,341

    業務費用 22,591,511

      人件費 6,252,772

        職員給与費 4,335,891

        賞与等引当金繰入額 393,284

        退職手当引当金繰入額 349,248

        その他 1,174,349

      物件費等 15,768,749

        物件費 6,796,862

        維持補修費 1,250,781

        減価償却費 7,721,106

        その他 -

      その他の業務費用 569,990

        支払利息 362,307

        徴収不能引当金繰入額 44,709

        その他 162,975

    移転費用 16,869,830

      補助金等 8,733,541

      社会保障給付 8,076,752

      その他 59,537

  経常収益 3,383,075

    使用料及び手数料 2,272,144

    その他 1,110,931

純経常行政コスト 36,078,266

  臨時損失 343,370

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 342,872

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 498

  臨時利益 41,711

    資産売却益 21,866

    その他 19,845

純行政コスト 36,379,926



【様式第3号】

自治体名：田原市

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 158,162,408 192,631,727 -34,469,319 -

  純行政コスト（△） -36,379,926 -36,379,926 -

  財源 32,167,992 32,167,992 -

    税収等 22,458,559 22,458,559 -

    国県等補助金 9,709,433 9,709,433 -

  本年度差額 -4,211,934 -4,211,934 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,770,749 3,770,749

    有形固定資産等の増加 4,959,989 -4,959,989

    有形固定資産等の減少 -8,090,485 8,090,485

    貸付金・基金等の増加 1,058,807 -1,058,807

    貸付金・基金等の減少 -1,699,061 1,699,061

  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 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -33,654 - -33,654

  本年度純資産変動額 -4,333,738 -3,858,899 -474,839 -

本年度末純資産残高 153,828,670 188,772,828 -34,944,158 -

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：田原市

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 31,667,329

    業務費用支出 14,797,499

      人件費支出 6,278,878

      物件費等支出 8,037,077

      支払利息支出 362,307

      その他の支出 119,238

    移転費用支出 16,869,830

      補助金等支出 8,733,541

      社会保障給付支出 8,076,752

      その他の支出 59,537

  業務収入 34,930,653

    税収等収入 22,372,047

    国県等補助金収入 9,184,598

    使用料及び手数料収入 2,264,065

    その他の収入 1,109,943

  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 3,263,323

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,319,087

    公共施設等整備費支出 4,678,567

    基金積立金支出 519,320

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 121,200

    その他の支出 -

  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

    資産売却収入 41,275

    その他の収入 27,350

投資活動収支 -3,445,968

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,984,497

    地方債等償還支出 3,032,582

    その他の支出 951,916

  財務活動収入 3,175,900

    地方債等発行収入 3,175,900

    その他の収入 -

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 3,358,842

財務活動収支 -808,597

本年度資金収支額 -991,241

前年度末資金残高 4,035,718

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,044,477


