
【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 29,838,115,704   固定負債 6,465,683,474

    有形固定資産 25,838,593,268     地方債 5,354,579,474

      事業用資産 7,444,227,468     長期未払金 -

        土地 647,529,210     退職手当引当金 1,111,104,000

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

        建物 10,766,287,489     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,992,357,088   流動負債 801,037,566

        工作物 1,892,670,179     １年内償還予定地方債 730,697,388

        工作物減価償却累計額 -1,222,612,882     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 51,498,550

        航空機 -     預り金 18,841,628

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,266,721,040

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 52,958,000   固定資産等形成分 31,590,222,631

      インフラ資産 18,177,079,995   余剰分（不足分） -6,962,844,017

        土地 7,647,955

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 34,041,058,002

        工作物減価償却累計額 -16,120,233,522

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 248,607,560

      物品 794,611,271

      物品減価償却累計額 -577,325,466

    無形固定資産 15,656,577

      ソフトウェア 15,656,577

      その他 -

    投資その他の資産 3,983,865,859

      投資及び出資金 985,939,443

        有価証券 10,103,500

        出資金 975,835,943

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 7,301,446

      長期貸付金 756,022,205

      基金 2,228,405,238

        減債基金 618,651,022

        その他 1,609,754,216

      その他 6,289,940

      徴収不能引当金 -92,413

  流動資産 2,055,983,950

    現金預金 299,621,492

    未収金 474,052

    短期貸付金 50,172,900

    基金 1,701,934,027

      財政調整基金 1,701,934,027

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 3,808,811

    徴収不能引当金 -27,332 純資産合計 24,627,378,614

資産合計 31,894,099,654 負債及び純資産合計 31,894,099,654

貸借対照表
（令和2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31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 4,263,772,405

    業務費用 3,002,808,454

      人件費 871,549,376

        職員給与費 604,532,628

        賞与等引当金繰入額 51,498,550

        退職手当引当金繰入額 43,965,000

        その他 171,553,198

      物件費等 2,081,480,356

        物件費 1,008,589,712

        維持補修費 53,825,678

        減価償却費 1,019,064,966

        その他 -

      その他の業務費用 49,778,722

        支払利息 32,227,123

        徴収不能引当金繰入額 119,745

        その他 17,431,854

    移転費用 1,260,963,951

      補助金等 799,797,033

      社会保障給付 185,541,015

      他会計への繰出金 273,213,583

      その他 2,412,320

  経常収益 166,394,196

    使用料及び手数料 66,497,795

    その他 99,896,401

純経常行政コスト 4,097,378,209

  臨時損失 398,969,275

    災害復旧事業費 336,294,304

    資産除売却損 62,674,971

    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 4,490,395,037

    その他 -

  臨時利益 5,952,447

    資産売却益 5,952,447



【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 24,169,513,408 30,888,561,175 -6,719,047,767

  純行政コスト（△） -4,490,395,037 -4,490,395,037

  財源 4,923,120,596 4,923,120,596

    税収等 3,369,411,632 3,369,411,632

    国県等補助金 1,553,708,964 1,553,708,964

  本年度差額 432,725,559 432,725,559

  固定資産等の変動（内部変動） 676,521,809 -676,521,809

    有形固定資産等の増加 1,698,954,066 -1,698,954,066

    有形固定資産等の減少 -1,082,588,653 1,082,588,653

    貸付金・基金等の増加 295,745,180 -295,745,180

    貸付金・基金等の減少 -235,588,784 235,588,784

  資産評価差額 -1,344,000 -1,344,000

  無償所管換等 29,830,197 29,830,197

  その他 -3,346,550 -3,346,550 -

  本年度純資産変動額 457,865,206 701,661,456 -243,796,250

本年度末純資産残高 24,627,378,614 31,590,222,631 -6,962,844,017

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：椎葉村

会計：一般会計等 （単位：円）

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 3,198,254,875

    業務費用支出 1,937,290,924

      人件費支出 825,283,745

      物件費等支出 1,062,415,390

      支払利息支出 32,227,123

      その他の支出 17,364,666

    移転費用支出 1,260,963,951

      補助金等支出 799,797,033

      社会保障給付支出 185,541,015

      他会計への繰出支出 273,213,583

      その他の支出 2,412,320

  業務収入 4,152,492,738

    税収等収入 3,369,428,058

    国県等補助金収入 616,507,884

    使用料及び手数料収入 66,591,395

    その他の収入 99,965,401

  臨時支出 336,294,304

    災害復旧事業費支出 336,294,304

    その他の支出 -

  臨時収入 248,790,000

業務活動収支 866,733,559

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,986,958,667

    公共施設等整備費支出 1,698,954,066

    基金積立金支出 196,654,601

    投資及び出資金支出 16,770,000

    貸付金支出 74,580,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 922,611,629

    国県等補助金収入 688,411,080

    基金取崩収入 128,742,000

    貸付金元金回収収入 94,938,586

    資産売却収入 10,519,963

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,064,347,038

【財務活動収支】

  財務活動支出 686,001,152

    地方債償還支出 686,001,152

    その他の支出 -

  財務活動収入 865,132,000

    地方債発行収入 865,132,000

前年度末歳計外現金残高 17,969,775

本年度歳計外現金増減額 871,853

本年度末歳計外現金残高 18,841,628

本年度末現金預金残高 299,621,492

    その他の収入 -

財務活動収支 179,130,848

本年度資金収支額 -18,482,631

前年度末資金残高 299,262,495

本年度末資金残高 280,779,864


