
【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 31,531,363,552   固定負債 7,199,134,862

    有形固定資産 28,278,909,108     地方債等 5,926,667,754

      事業用資産 8,549,450,073     長期未払金 -

        土地 659,517,683     退職手当引当金 1,117,556,535

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

        建物 11,862,992,466     その他 154,910,573

        建物減価償却累計額 -6,509,849,465   流動負債 903,722,818

        工作物 3,006,173,361     １年内償還予定地方債等 790,273,027

        工作物減価償却累計額 -1,822,094,532     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 79,513,601

        航空機 -     預り金 20,621,278

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,102,857,680

        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 33,275,657,929

      インフラ資産 19,401,444,742   余剰分（不足分） -7,227,270,599

        土地 10,670,532   他団体出資等分 -

        建物 64,431,240

        建物減価償却累計額 -36,761,835

        工作物 35,848,435,822

        工作物減価償却累計額 -16,733,938,577

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 248,607,560

      物品 1,057,260,496

      物品減価償却累計額 -729,246,203

    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 3,231,473,962

      投資及び出資金 102,941,695

        有価証券 10,103,500

        出資金 92,838,195

        その他 -

      長期延滞債権 10,849,978

      長期貸付金 338,300,000

      基金 2,773,241,301

        減債基金 618,651,022

        その他 2,154,590,279

      その他 6,289,940

      徴収不能引当金 -148,952

  流動資産 2,619,881,458

    現金預金 807,525,548

    未収金 62,654,883

    短期貸付金 29,874,000

    基金 1,714,420,377

      財政調整基金 1,714,420,377

      減債基金 -

    棚卸資産 1,886,522

    その他 3,808,811

    徴収不能引当金 -288,683

  繰延資産 - 純資産合計 26,048,387,330

資産合計 34,151,245,010 負債及び純資産合計 34,151,245,010

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：連結会計 （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 5,803,819,766

    業務費用 3,763,773,637

      人件費 1,240,895,938

        職員給与費 883,667,927

        賞与等引当金繰入額 78,056,504

        退職手当引当金繰入額 43,973,965

        その他 235,197,542

      物件費等 2,422,827,660

        物件費 1,225,636,271

        維持補修費 59,941,518

        減価償却費 1,137,143,007

        その他 106,864

      その他の業務費用 100,050,039

        支払利息 46,830,655

        徴収不能引当金繰入額 202,235

        その他 53,017,149

    移転費用 2,040,046,129

      補助金等 1,835,437,556

      社会保障給付 185,589,669

      その他 19,018,904

  経常収益 650,621,759

    使用料及び手数料 537,408,264

    その他 113,213,495

純経常行政コスト 5,153,198,007

  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 5,954,401

    資産売却益 5,952,447

    その他 1,954

純行政コスト 5,546,212,881



【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 25,492,625,262 32,493,475,212 -7,000,849,950 -

  純行政コスト（△） -5,546,212,881 -5,546,212,881 -

  財源 6,079,254,136 6,079,254,136 -

    税収等 3,819,871,231 3,819,871,231 -

    国県等補助金 2,259,382,905 2,259,382,905 -

  本年度差額 533,041,255 533,041,255 -

  固定資産等の変動（内部変動） 758,917,175 -758,917,175

    有形固定資産等の増加 1,843,665,319 -1,843,665,319

    有形固定資産等の減少 -1,200,666,694 1,200,666,694

    貸付金・基金等の増加 350,564,808 -350,564,808

    貸付金・基金等の減少 -234,646,258 234,646,258

  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 -696,002 -30,383 -665,619 -

  その他 -5,069,382 -5,190,272 120,890

  本年度純資産変動額 555,762,068 782,182,717 -226,420,649 -

本年度末純資産残高 26,048,387,330 33,275,657,929 -7,227,270,599 -

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：連結会計 （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 4,618,238,253

    業務費用支出 2,578,192,124

      人件費支出 1,191,907,893

      物件費等支出 1,286,610,287

      支払利息支出 46,830,655

      その他の支出 52,843,289

    移転費用支出 2,040,046,129

      補助金等支出 1,835,437,556

      社会保障給付支出 185,589,669

      その他の支出 19,018,904

  業務収入 5,731,653,245

    税収等収入 3,812,740,853

    国県等補助金収入 1,270,955,515

    使用料及び手数料収入 534,932,478

    その他の収入 113,024,399

  臨時支出 336,294,311

    災害復旧事業費支出 336,294,304

    その他の支出 7

  臨時収入 248,790,000

業務活動収支 1,025,910,681

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,181,010,661

    公共施設等整備費支出 1,843,665,319

    基金積立金支出 262,765,342

    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 971,685,003

    国県等補助金収入 730,922,080

    基金取崩収入 141,362,660

    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 -1,209,325,658

【財務活動収支】

  財務活動支出 744,226,753

    地方債等償還支出 744,226,753

    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 18,049,573

本年度歳計外現金増減額 879,655

本年度末歳計外現金残高 18,929,228

本年度末現金預金残高 807,525,548

財務活動収支 158,205,247

本年度資金収支額 -25,209,730

前年度末資金残高 814,395,408

比例連結割合変更に伴う差額 -589,358

本年度末資金残高 788,596,320


