
長生村　一般会計 【様式第1号】

（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 18,727,974,850   固定負債 5,733,721,314

    有形固定資産 16,289,044,857     地方債 4,521,837,759

      事業用資産 7,355,508,539     長期未払金 -

        土地 1,945,946,763     退職手当引当金 1,211,883,555

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,265,042,922     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,054,737,027   流動負債 478,141,111

        工作物 393,047,064     １年内償還予定地方債 379,616,635

        工作物減価償却累計額 -201,691,183     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 59,047,364

        航空機 -     預り金 39,477,112

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,211,862,425

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,900,000   固定資産等形成分 19,598,131,850

      インフラ資産 8,865,843,461   余剰分（不足分） -5,813,125,191

        土地 2,164,573,267

        建物 323,449,467

        建物減価償却累計額 -284,196,546

        工作物 12,898,780,805

        工作物減価償却累計額 -6,236,763,532

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 308,475,632

      物品減価償却累計額 -240,782,775

    無形固定資産 21,217,086

      ソフトウェア 21,217,086

      その他 -

    投資その他の資産 2,417,712,907

      投資及び出資金 915,509,000

        有価証券 -

        出資金 915,509,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 116,869,795

      長期貸付金 -

      基金 1,395,797,806

        減債基金 102,332,000

        その他 1,293,465,806

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,463,694

  流動資産 1,268,894,234

    現金預金 369,227,925

    未収金 30,176,178

    短期貸付金 -

    基金 870,157,000

      財政調整基金 870,157,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -666,869 純資産合計 13,785,006,659

資産合計 19,996,869,084 負債及び純資産合計 19,996,869,084

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



長生村　一般会計 【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,683,672,548

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 7,099,724

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 4,676,572,824

  臨時損失 7,099,724

    災害復旧事業費 -

  経常収益 283,727,722

    使用料及び手数料 89,737,808

    その他 193,989,914

      社会保障給付 522,401,041

      他会計への繰出金 681,868,240

      その他 20,101,708

        その他 12,125,716

    移転費用 2,086,170,495

      補助金等 861,799,506

      その他の業務費用 71,178,105

        支払利息 47,921,826

        徴収不能引当金繰入額 11,130,563

        維持補修費 128,197,191

        減価償却費 558,895,286

        その他 -

        その他 316,278,415

      物件費等 1,673,564,000

        物件費 986,471,523

        職員給与費 743,270,280

        賞与等引当金繰入額 59,047,364

        退職手当引当金繰入額 10,791,887

  経常費用 4,960,300,546

    業務費用 2,874,130,051

      人件費 1,129,387,946

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



長生村　一般会計 【様式第3号】

（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 13,930,110,774 19,879,585,784 -5,949,475,010

  純行政コスト（△） -4,683,672,548 -4,683,672,548

  財源 4,538,556,810 4,538,556,810

    税収等 3,673,612,274 3,673,612,274

    国県等補助金 864,944,536 864,944,536

  本年度差額 -145,115,738 -145,115,738

  固定資産等の変動（内部変動） -281,465,557 281,465,557

    有形固定資産等の増加 290,793,390 -290,793,390

    有形固定資産等の減少 -584,907,498 584,907,498

    貸付金・基金等の増加 189,685,806 -189,685,806

    貸付金・基金等の減少 -177,037,255 177,037,255

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 11,623 11,623

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -145,104,115 -281,453,934 136,349,819

本年度末純資産残高 13,785,006,659 19,598,131,850 -5,813,125,191

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



長生村　一般会計 【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 37,940,835

本年度歳計外現金増減額 1,536,277

本年度末歳計外現金残高 39,477,112

本年度末現金預金残高 369,227,925

    その他の収入 -

財務活動収支 -152,723,066

本年度資金収支額 -9,003,142

前年度末資金残高 338,753,955

本年度末資金残高 329,750,813

  財務活動支出 367,278,066

    地方債償還支出 367,278,066

    その他の支出 -

  財務活動収入 214,555,000

    地方債発行収入 214,555,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 18,912,488

    その他の収入 -

投資活動収支 -101,758,720

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 378,720,476

    国県等補助金収入 198,505,988

    基金取崩収入 161,302,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 480,479,196

    公共施設等整備費支出 290,793,390

    基金積立金支出 187,703,806

    投資及び出資金支出 1,982,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 245,478,644

  業務収入 4,623,680,199

    税収等収入 3,673,543,121

    国県等補助金収入 666,438,548

    使用料及び手数料収入 89,758,808

    その他の収入 193,939,722

    移転費用支出 2,086,170,495

      補助金等支出 861,799,506

      社会保障給付支出 522,401,041

      他会計への繰出支出 681,868,240

      その他の支出 20,101,708

    業務費用支出 2,292,031,060

      人件費支出 1,118,867,788

      物件費等支出 1,114,668,714

      支払利息支出 47,921,826

      その他の支出 10,572,732

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,378,201,555


