
【様式第1号】

自治体名：椎葉村
会計：全体会計 （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 30,541,303,547   固定負債 7,023,599,500

    有形固定資産 27,449,937,562     地方債等 5,798,020,663

      事業用資産 7,863,796,544     長期未払金 -

        土地 647,529,319     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 10,872,665,326     その他 158,439,837

        建物減価償却累計額 -6,219,742,457   流動負債 843,260,665

        工作物 2,765,204,392     １年内償還予定地方債等 738,678,764

        工作物減価償却累計額 -1,559,551,796     未払金 12,604,890

        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 72,517,530

        航空機 -     預り金 19,459,481

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,866,860,165

        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 32,250,667,303

      インフラ資産 19,342,609,038   余剰分（不足分） -6,993,683,296

        土地 10,621,486   他団体出資等分 -

        建物 64,374,000

        建物減価償却累計額 -34,749,072

        工作物 34,989,389,854

        工作物減価償却累計額 -16,003,202,670

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 316,175,440

      物品 934,784,357

      物品減価償却累計額 -691,252,377

    無形固定資産 2,950,560

      ソフトウェア 2,950,560

      その他 -

    投資その他の資産 3,088,415,425

      投資及び出資金 118,525,695

        有価証券 11,447,500

        出資金 107,078,195

        その他 -

      長期延滞債権 11,801,607

      長期貸付金 343,326,550

      基金 2,604,893,626

        減債基金 618,342,835

        その他 1,986,550,791

      その他 10,098,751

      徴収不能引当金 -230,804

  流動資産 2,582,540,625

    現金預金 807,678,881

    未収金 60,994,559

    短期貸付金 28,940,300

    基金 1,680,423,456

      財政調整基金 1,680,423,456

      減債基金 -

    棚卸資産 1,127,277

    その他 3,718,800

    徴収不能引当金 -342,648

  繰延資産 - 純資産合計 25,256,984,007

資産合計 33,123,844,172 負債及び純資産合計 33,123,844,172

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：椎葉村
会計：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
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 5,245,171,544

    業務費用 3,625,244,800

      人件費 1,264,244,640

        職員給与費 860,737,260

        賞与等引当金繰入額 72,517,530

        退職手当引当金繰入額 112,695,000

        その他 218,294,850

      物件費等 2,255,872,297

        物件費 1,114,850,378

        維持補修費 67,004,369

        減価償却費 1,074,017,550

        その他 -

      その他の業務費用 105,127,863

        支払利息 56,436,138

        徴収不能引当金繰入額 358,052

        その他 48,333,673

    移転費用 1,619,926,744

      補助金等 1,409,594,492

      社会保障給付 188,312,180

      その他 22,020,072

  経常収益 669,518,633

    使用料及び手数料 538,112,903

    その他 131,405,730

純経常行政コスト 4,575,652,911

  臨時損失 219,476,142

    災害復旧事業費 217,316,700

    資産除売却損 2,159,442

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,667,817

    資産売却益 1,667,817

    その他 -

純行政コスト 4,793,461,236



【様式第3号】

自治体名：椎葉村

会計：全体会計 （単位：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 22,537,843,490 29,323,376,894 -6,785,533,404 -

  純行政コスト（△） -4,793,461,236 -4,793,461,236 -

  財源 5,119,520,290 5,119,520,290 -

    税収等 3,575,420,025 3,575,420,025 -

    国県等補助金 1,544,100,265 1,544,100,265 -

  本年度差額 326,059,054 326,059,054 -

  固定資産等の変動（内部変動） 534,208,946 -534,208,946

    有形固定資産等の増加 1,596,603,812 -1,596,603,812

    有形固定資産等の減少 -1,076,176,992 1,076,176,992

    貸付金・基金等の増加 293,797,044 -293,797,044

    貸付金・基金等の減少 -280,014,918 280,014,918

  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

  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 -3,726,000 -3,726,000 -

  本年度純資産変動額 2,719,140,517 2,927,290,409 -208,149,892 -

本年度末純資産残高 25,256,984,007 32,250,667,303 -6,993,683,296 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
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 4,058,081,757

    業務費用支出 2,438,155,013

      人件費支出 1,149,720,497

      物件費等支出 1,183,791,095

      支払利息支出 56,436,138

      その他の支出 48,207,283

    移転費用支出 1,619,926,744

      補助金等支出 1,409,594,492

      社会保障給付支出 188,312,180

      その他の支出 22,020,072

  業務収入 5,198,730,887

    税収等収入 3,566,259,431

    国県等補助金収入 953,416,817

    使用料及び手数料収入 547,762,437

    その他の収入 131,292,202

  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 1,068,964,430

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,877,292,575

    公共施設等整備費支出 1,596,603,812

    基金積立金支出 207,128,763

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 73,560,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 765,912,441

    国県等補助金収入 478,683,024

    基金取崩収入 186,646,000

    貸付金元金回収収入 76,554,800

    資産売却収入 5,386,617

    その他の収入 18,642,000

投資活動収支 -1,111,380,134

【財務活動収支】

  財務活動支出 732,620,309

    地方債等償還支出 732,620,309

    その他の支出 -

  財務活動収入 778,660,000

    地方債等発行収入 778,660,000

    その他の収入 -

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 807,678,881

財務活動収支 46,039,691

本年度資金収支額 3,623,987

前年度末資金残高 786,085,119

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 789,709,106


