
【様式第1号】

自治体名：椎葉村
会計：連結会計 （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 30,770,195,230   固定負債 7,047,262,556

    有形固定資産 27,624,836,316     地方債等 5,816,746,437

      事業用資産 8,038,589,314     長期未払金 -

        土地 657,996,470     退職手当引当金 1,072,031,782

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

        建物 11,182,376,653     その他 158,484,337

        建物減価償却累計額 -6,397,401,213   流動負債 851,530,363

        工作物 2,931,769,505     １年内償還予定地方債等 744,956,264

        工作物減価償却累計額 -1,693,843,861     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 74,474,430

        航空機 -     預り金 19,494,779

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,898,792,919

        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 32,493,475,212

      インフラ資産 19,342,715,022   余剰分（不足分） -7,000,849,950

        土地 10,672,388   他団体出資等分 -

        建物 64,433,400

        建物減価償却累計額 -34,753,390

        工作物 34,990,114,534

        工作物減価償却累計額 -16,003,927,350

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 316,175,440

      物品 935,363,487

      物品減価償却累計額 -691,831,507

    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 3,142,408,354

      投資及び出資金 104,285,695

        有価証券 11,447,500

        出資金 92,838,195

        その他 -

      長期延滞債権 11,863,786

      長期貸付金 343,326,550

      基金 2,673,065,101

        減債基金 618,342,835

        その他 2,054,722,266

      その他 10,098,751

      徴収不能引当金 -231,529

  流動資産 2,621,222,951

    現金預金 832,444,981

    未収金 60,994,559

    短期貸付金 29,564,679

    基金 1,693,715,303

      財政調整基金 1,693,715,303

      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 25,492,625,262

資産合計 33,391,418,181 負債及び純資産合計 33,391,418,181

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：連結会計 （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 5,675,448,261

    業務費用 3,701,264,038

      人件費 1,276,746,758

        職員給与費 871,178,639

        賞与等引当金繰入額 73,543,935

        退職手当引当金繰入額 113,637,095

        その他 218,387,089

      物件費等 2,305,648,877

        物件費 1,145,861,256

        維持補修費 71,350,254

        減価償却費 1,088,430,879

        その他 6,488

      その他の業務費用 118,868,403

        支払利息 56,567,802

        徴収不能引当金繰入額 358,990

        その他 61,941,611

    移転費用 1,974,184,223

      補助金等 1,762,494,236

      社会保障給付 188,360,558

      その他 23,329,429

  経常収益 679,017,871

    使用料及び手数料 538,867,023

    その他 140,150,848

純経常行政コスト 4,996,430,390

  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 1,671,968

    資産売却益 1,667,817

    その他 4,151

純行政コスト 5,214,234,564



【様式第3号】

自治体名：椎葉村

会計：連結会計 （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 22,794,670,718 29,595,483,710 -6,800,812,992 -

  純行政コスト（△） -5,214,234,564 -5,214,234,564 -

  財源 5,541,775,355 5,541,775,355 -

    税収等 3,773,533,973 3,773,533,973 -

    国県等補助金 1,768,241,382 1,768,241,382 -

  本年度差額 327,540,791 327,540,791 -

  固定資産等の変動（内部変動） 529,338,778 -529,338,778

    有形固定資産等の増加 1,599,872,255 -1,599,872,255

    有形固定資産等の減少 -1,090,590,321 1,090,590,321

    貸付金・基金等の増加 302,257,785 -302,257,785

    貸付金・基金等の減少 -282,200,941 282,200,941

  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 -8,427,677 -10,188,715 1,761,038 -

  その他 -17,966,033 -17,966,024 -9

  本年度純資産変動額 2,697,954,544 2,897,991,502 -200,036,958 -

本年度末純資産残高 25,492,625,262 32,493,475,212 -7,000,849,950 -

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：連結会計 （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 4,472,528,563

    業務費用支出 2,498,337,587

      人件費支出 1,160,800,221

      物件費等支出 1,219,191,913

      支払利息支出 56,567,802

      その他の支出 61,777,651

    移転費用支出 1,974,190,976

      補助金等支出 1,762,500,989

      社会保障給付支出 188,360,558

      その他の支出 23,329,429

  業務収入 5,630,498,189

    税収等収入 3,764,386,428

    国県等補助金収入 1,177,557,934

    使用料及び手数料収入 548,516,557

    その他の収入 140,037,270

  臨時支出 217,316,709

    災害復旧事業費支出 217,316,700

    その他の支出 9

  臨時収入 145,632,000

業務活動収支 1,086,284,917

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,889,017,608

    公共施設等整備費支出 1,599,872,255

    基金積立金支出 214,960,974

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 74,184,379

    その他の支出 -

  投資活動収入 768,091,277

    国県等補助金収入 478,683,024

    基金取崩収入 188,824,836

    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 -1,120,926,331

【財務活動収支】

  財務活動支出 739,634,853

    地方債等償還支出 739,634,853

    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 20,186,470

本年度歳計外現金増減額 -2,136,897

本年度末歳計外現金残高 18,049,573

本年度末現金預金残高 832,444,981

財務活動収支 39,025,147

本年度資金収支額 4,383,733

前年度末資金残高 809,100,764

比例連結割合変更に伴う差額 910,911

本年度末資金残高 814,395,408


