
【様式第1号】

自治体名：椎葉村
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 29,159,865,133   固定負債 6,287,283,862

    有形固定資産 25,206,576,795     地方債 5,220,144,862

      事業用資産 6,879,188,183     長期未払金 -

        土地 646,079,480     退職手当引当金 1,067,139,000

        立木竹 1,299,752,560     損失補償等引当金 -

        建物 10,085,910,526     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,905,618,409   流動負債 753,168,846

        工作物 1,821,901,250     １年内償還予定地方債 686,001,152

        工作物減価償却累計額 -1,126,776,424     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 49,197,919

        航空機 -     預り金 17,969,775

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,040,452,708

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 57,939,200   固定資産等形成分 30,888,561,175

      インフラ資産 18,158,620,820   余剰分（不足分） -6,719,047,767

        土地 7,647,960

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 33,364,529,290

        工作物減価償却累計額 -15,433,603,870

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 220,047,440

      物品 723,825,492

      物品減価償却累計額 -555,057,700

    無形固定資産 1,477,440

      ソフトウェア 1,477,440

      その他 -

    投資その他の資産 3,951,810,898

      投資及び出資金 970,513,443

        有価証券 11,447,500

        出資金 959,065,943

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 7,955,707

      長期貸付金 781,347,655

      基金 2,182,003,208

        減債基金 618,342,835

        その他 1,563,660,373

      その他 10,098,751

      徴収不能引当金 -107,866

  流動資産 2,050,100,983

    現金預金 317,232,270

    未収金 501,569

    短期貸付金 48,272,586

    基金 1,680,423,456

      財政調整基金 1,680,423,456

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 3,718,800

    徴収不能引当金 -47,698 純資産合計 24,169,513,408

資産合計 31,209,966,116 負債及び純資産合計 31,209,966,116

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：椎葉村
会計：一般会計等 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 4,160,318,926

    業務費用 2,938,865,098

      人件費 912,351,727

        職員給与費 592,474,340

        賞与等引当金繰入額 49,197,919

        退職手当引当金繰入額 112,695,000

        その他 157,984,468

      物件費等 1,972,157,073

        物件費 930,783,188

        維持補修費 64,272,764

        減価償却費 977,101,121

        その他 -

      その他の業務費用 54,356,298

        支払利息 40,480,866

        徴収不能引当金繰入額 155,564

        その他 13,719,868

    移転費用 1,221,453,828

      補助金等 772,445,577

      社会保障給付 188,312,180

      他会計への繰出金 256,408,299

      その他 4,287,772

  経常収益 196,375,074

    使用料及び手数料 67,886,476

    その他 128,488,598

純経常行政コスト 3,963,943,852

  臨時損失 217,316,701

    災害復旧事業費 217,316,700

    資産除売却損 1

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 4,179,592,736

    その他 -

  臨時利益 1,667,817

    資産売却益 1,667,817



【様式第3号】

自治体名：椎葉村

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 21,546,732,105 28,099,259,090 -6,552,526,985

  純行政コスト（△） -4,179,592,736 -4,179,592,736

  財源 4,409,292,576 4,409,292,576

    税収等 3,321,602,214 3,321,602,214

    国県等補助金 1,087,690,362 1,087,690,362

  本年度差額 229,699,840 229,699,840

  固定資産等の変動（内部変動） 396,220,622 -396,220,622

    有形固定資産等の増加 1,404,955,700 -1,404,955,700

    有形固定資産等の減少 -977,101,122 977,101,122

    貸付金・基金等の増加 254,030,832 -254,030,832

    貸付金・基金等の減少 -285,664,788 285,664,788

  資産評価差額 -1,876,000 -1,876,000

  無償所管換等 2,398,683,463 2,398,683,463

  その他 -3,726,000 -3,726,000 -

  本年度純資産変動額 2,622,781,303 2,789,302,085 -166,520,782

本年度末純資産残高 24,169,513,408 30,888,561,175 -6,719,047,767

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：椎葉村

会計：一般会計等 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,067,903,100

    業務費用支出 1,846,449,272

      人件費支出 797,318,976

      物件費等支出 995,055,952

      支払利息支出 40,480,866

      その他の支出 13,593,478

    移転費用支出 1,221,453,828

      補助金等支出 772,445,577

      社会保障給付支出 188,312,180

      他会計への繰出支出 256,408,299

      その他の支出 4,287,772

  業務収入 4,057,436,282

    税収等収入 3,321,200,470

    国県等補助金収入 539,697,338

    使用料及び手数料収入 68,010,076

    その他の収入 128,528,398

  臨時支出 217,316,700

    災害復旧事業費支出 217,316,700

    その他の支出 -

  臨時収入 145,632,000

業務活動収支 917,848,482

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,650,889,179

    公共施設等整備費支出 1,404,955,700

    基金積立金支出 156,356,479

    投資及び出資金支出 16,017,000

    貸付金支出 73,560,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 681,571,142

    国県等補助金収入 402,361,024

    基金取崩収入 178,857,000

    貸付金元金回収収入 94,966,501

    資産売却収入 5,386,617

    その他の収入 -

投資活動収支 -969,318,037

【財務活動収支】

  財務活動支出 686,432,012

    地方債償還支出 686,432,012

    その他の支出 -

  財務活動収入 742,560,000

    地方債発行収入 742,560,000

前年度末歳計外現金残高 20,079,345

本年度歳計外現金増減額 -2,109,570

本年度末歳計外現金残高 17,969,775

本年度末現金預金残高 317,232,270

    その他の収入 -

財務活動収支 56,127,988

本年度資金収支額 4,658,433

前年度末資金残高 294,604,062

本年度末資金残高 299,262,495


