
【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 31,303,262,922   固定負債 7,180,578,604

    有形固定資産 28,110,908,458     地方債等 5,914,609,081

      事業用資産 8,386,435,942     長期未払金 -

        土地 648,979,049     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 11,553,042,289     その他 154,865,523

        建物減価償却累計額 -6,323,169,347   流動負債 896,767,271

        工作物 2,835,973,321     １年内償還予定地方債等 785,843,582

        工作物減価償却累計額 -1,681,099,930     未払金 13,314,912

        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 77,030,049

        航空機 -     預り金 20,578,728

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,077,345,875

        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 33,035,070,949

      インフラ資産 19,401,346,446   余剰分（不足分） -7,218,565,835

        土地 10,621,481   他団体出資等分 -

        建物 64,374,000

        建物減価償却累計額 -36,753,840

        工作物 35,847,737,494

        工作物減価償却累計額 -16,733,240,249

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 248,607,560

      物品 1,051,788,612

      物品減価償却累計額 -728,662,542

    無形固定資産 20,980,482

      ソフトウェア 20,980,482

      その他 -

    投資その他の資産 3,171,373,982

      投資及び出資金 117,181,695

        有価証券 10,103,500

        出資金 107,078,195

        その他 -

      長期延滞債権 10,791,046

      長期貸付金 338,300,000

      基金 2,698,959,800

        減債基金 618,651,022

        その他 2,080,308,778

      その他 6,289,940

      徴収不能引当金 -148,499

  流動資産 2,590,588,067

    現金預金 790,719,454

    未収金 62,653,928

    短期貸付金 29,874,000

    基金 1,701,934,027

      財政調整基金 1,701,934,027

      減債基金 -

    棚卸資産 1,886,522

    その他 3,808,811

    徴収不能引当金 -288,675

  繰延資産 - 純資産合計 25,816,505,114

資産合計 33,893,850,989 負債及び純資産合計 33,893,850,989

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：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31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 5,379,735,247

    業務費用 3,690,499,961

      人件費 1,227,917,494

        職員給与費 871,808,944

        賞与等引当金繰入額 77,030,049

        退職手当引当金繰入額 43,965,000

        その他 235,113,501

      物件費等 2,376,173,530

        物件費 1,194,361,562

        維持補修費 59,323,741

        減価償却費 1,122,388,227

        その他 100,000

      その他の業務費用 86,408,937

        支払利息 46,746,784

        徴収不能引当金繰入額 201,774

        その他 39,460,379

    移転費用 1,689,235,286

      補助金等 1,485,627,351

      社会保障給付 185,541,015

      その他 18,066,920

  経常収益 641,623,861

    使用料及び手数料 536,628,104

    その他 104,995,757

純経常行政コスト 4,738,111,386

  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

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 5,952,447

    資産売却益 5,952,447

    その他 -

純行政コスト 5,131,128,214



【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 25,256,984,007 32,250,667,303 -6,993,683,296 -

  純行政コスト（△） -5,131,128,214 -5,131,128,214 -

  財源 5,665,509,674 5,665,509,674 -

    税収等 3,621,630,336 3,621,630,336 -

    国県等補助金 2,043,879,338 2,043,879,338 -

  本年度差額 534,381,460 534,381,460 -

  固定資産等の変動（内部変動） 759,263,999 -759,263,999

    有形固定資産等の増加 1,835,082,535 -1,835,082,535

    有形固定資産等の減少 -1,185,911,914 1,185,911,914

    貸付金・基金等の増加 343,192,012 -343,192,012

    貸付金・基金等の減少 -233,098,634 233,098,634

  資産評価差額 -1,344,000 -1,344,000

  無償所管換等 29,830,197 29,830,197

  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 -3,346,550 -3,346,550 -

  本年度純資産変動額 559,521,107 784,403,646 -224,882,539 -

本年度末純資産残高 25,816,505,114 33,035,070,949 -7,218,565,835 -

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：椎葉村

会計：全体会計 （単位：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 4,208,330,517

    業務費用支出 2,519,095,231

      人件費支出 1,179,439,975

      物件費等支出 1,253,587,132

      支払利息支出 46,746,784

      その他の支出 39,321,340

    移転費用支出 1,689,235,286

      補助金等支出 1,485,627,351

      社会保障給付支出 185,541,015

      その他の支出 18,066,920

  業務収入 5,309,167,242

    税収等収入 3,614,499,958

    国県等補助金収入 1,055,451,948

    使用料及び手数料収入 534,152,318

    その他の収入 105,063,018

  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 1,013,332,421

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,165,057,280

    公共施設等整備費支出 1,835,082,535

    基金積立金支出 255,394,745

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 74,580,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 970,140,343

    国県等補助金収入 730,922,080

    基金取崩収入 139,818,000

    貸付金元金回収収入 75,606,300

    資産売却収入 10,519,963

    その他の収入 13,274,000

投資活動収支 -1,194,916,937

【財務活動収支】

  財務活動支出 738,678,764

    地方債等償還支出 738,678,764

    その他の支出 -

  財務活動収入 902,432,000

    地方債等発行収入 902,432,000

    その他の収入 -

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 790,719,454

財務活動収支 163,753,236

本年度資金収支額 -17,831,280

前年度末資金残高 789,709,106

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 771,877,826


