
【様式第1号】

自治体名：六ヶ所村

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 63,780   固定負債 22,200

    有形固定資産 55,522     地方債等 9,129

      事業用資産 25,453     長期未払金 -

        土地 1,239     退職手当引当金 2,513

        立木竹 -     損失補償等引当金 42

        建物 41,401     その他 10,515

        建物減価償却累計額 -20,660   流動負債 3,031

        工作物 5,234     １年内償還予定地方債等 1,113

        工作物減価償却累計額 -2,184     未払金 577

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 0

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 221

        航空機 -     預り金 1,092

        航空機減価償却累計額 -     その他 27

        その他 563 負債合計 25,231

        その他減価償却累計額 -496 【純資産の部】

        建設仮勘定 355   固定資産等形成分 71,545

      インフラ資産 26,171   余剰分（不足分） -21,448

        土地 1,865   他団体出資等分 -

        建物 3,936

        建物減価償却累計額 -2,190

        工作物 61,362

        工作物減価償却累計額 -39,138

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 335

      物品 11,150

      物品減価償却累計額 -7,252

    無形固定資産 158

      ソフトウェア 140

      その他 19

    投資その他の資産 8,100

      投資及び出資金 73

        有価証券 3

        出資金 70

        その他 -

      長期延滞債権 128

      長期貸付金 378

      基金 7,456

        減債基金 921

        その他 6,535

      その他 72

      徴収不能引当金 -7

  流動資産 11,548

    現金預金 3,223

    未収金 342

    短期貸付金 2

    基金 7,763

      財政調整基金 6,953

      減債基金 810

    棚卸資産 76

    その他 150

    徴収不能引当金 -7

  繰延資産 0 純資産合計 50,097

資産合計 75,328 負債及び純資産合計 75,328

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：六ヶ所村

会計：連結会計 （単位：百万円）

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

  経常費用 17,656

    業務費用 12,501

      人件費 4,057

        職員給与費 3,346

        賞与等引当金繰入額 162

        退職手当引当金繰入額 100

        その他 449

      物件費等 8,040

        物件費 3,607

        維持補修費 676

        減価償却費 3,265

        その他 492

      その他の業務費用 404

        支払利息 170

        徴収不能引当金繰入額 9

        その他 225

    移転費用 5,155

      補助金等 3,066

      社会保障給付 2,035

      その他 54

  経常収益 2,296

    使用料及び手数料 1,201

    その他 1,095

純経常行政コスト 15,360

  臨時損失 119

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 106

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 13

  臨時利益 92

    資産売却益 85

    その他 7

純行政コスト 15,387



【様式第3号】

自治体名：六ヶ所村

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 49,510 71,868 -22,358 -

  純行政コスト（△） -15,387 -15,387 -

  財源 16,000 16,000 -

    税収等 10,101 10,101 -

    国県等補助金 5,898 5,898 -

  本年度差額 612 612 -

  固定資産等の変動（内部変動） -252 252

    有形固定資産等の増加 3,248 -3,248

    有形固定資産等の減少 -3,494 3,494

    貸付金・基金等の増加 3,193 -3,193

    貸付金・基金等の減少 -3,199 3,199

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 6 6

  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 1 7 -6 -

  その他 -32 -84 52

  本年度純資産変動額 587 -323 910 -

本年度末純資産残高 50,097 71,545 -21,448 -

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：六ヶ所村

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 14,206

    業務費用支出 9,051

      人件費支出 3,912

      物件費等支出 4,718

      支払利息支出 170

      その他の支出 251

    移転費用支出 5,155

      補助金等支出 3,066

      社会保障給付支出 2,035

      その他の支出 54

  業務収入 15,866

    税収等収入 9,751

    国県等補助金収入 3,777

    使用料及び手数料収入 1,290

    その他の収入 1,048

  臨時支出 80

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 80

  臨時収入 0

業務活動収支 1,580

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,598

    公共施設等整備費支出 3,036

    基金積立金支出 1,448

    投資及び出資金支出 6

    貸付金支出 108

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,978

    国県等補助金収入 2,353

    基金取崩収入 1,416

    貸付金元金回収収入 116

    資産売却収入 85

    その他の収入 7

投資活動収支 -620

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,212

    地方債等償還支出 1,136

    その他の支出 76

  財務活動収入 342

    地方債等発行収入 335

    その他の収入 7

前年度末歳計外現金残高 125

本年度歳計外現金増減額 962

本年度末歳計外現金残高 1,088

本年度末現金預金残高 3,223

財務活動収支 -870

本年度資金収支額 90

前年度末資金残高 2,045

比例連結割合変更に伴う差額 1

本年度末資金残高 2,135


