
長生村　一般会計等 【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 18,561,527,789   固定負債 5,601,187,913

    有形固定資産 15,947,327,784     地方債 4,471,208,124

      事業用資産 7,096,486,606     長期未払金 -

        土地 1,954,375,303     退職手当引当金 1,129,979,789

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,273,015,745     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,323,965,453   流動負債 483,897,482

        工作物 409,486,824     １年内償還予定地方債 379,616,635

        工作物減価償却累計額 -219,521,093     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 65,394,813

        航空機 -     預り金 38,886,034

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 3,095,280 負債合計 6,085,085,395

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 19,312,988,789

      インフラ資産 8,796,822,432   余剰分（不足分） -5,685,940,292

        土地 2,172,149,760

        建物 323,449,467

        建物減価償却累計額 -291,850,275

        工作物 13,036,081,525

        工作物減価償却累計額 -6,464,018,045

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,010,000

      物品 306,871,632

      物品減価償却累計額 -252,852,886

    無形固定資産 12,239,603

      ソフトウェア 12,239,603

      その他 -

    投資その他の資産 2,601,960,402

      投資及び出資金 917,115,000

        有価証券 -

        出資金 917,115,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 106,548,226

      長期貸付金 -

      基金 1,588,658,922

        減債基金 102,342,000

        その他 1,486,316,922

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,361,746

  流動資産 1,150,606,103

    現金預金 358,582,521

    未収金 41,339,197

    短期貸付金 -

    基金 751,461,000

      財政調整基金 751,461,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -776,615 純資産合計 13,627,048,497

資産合計 19,712,133,892 負債及び純資産合計 19,712,133,892

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



長生村　一般会計等 【様式第2号】

（単位：円）

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 5,178,288,459

    業務費用 2,922,551,800

      人件費 1,171,559,458

        職員給与費 754,274,156

        賞与等引当金繰入額 65,394,813

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 351,890,489

      物件費等 1,685,101,019

        物件費 1,048,584,227

        維持補修費 90,602,621

        減価償却費 545,914,171

        その他 -

      その他の業務費用 65,891,323

        支払利息 41,557,889

        徴収不能引当金繰入額 11,138,361

        その他 13,195,073

    移転費用 2,255,736,659

      補助金等 973,649,467

      社会保障給付 550,839,285

      他会計への繰出金 694,123,824

      その他 37,124,083

  経常収益 225,741,993

    使用料及び手数料 90,032,107

    その他 135,709,886

純経常行政コスト 4,952,546,466

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    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 4,952,526,467

    その他 -

  臨時利益 19,999

    資産売却益 19,999



長生村　一般会計等 【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 13,785,006,659 19,598,131,850 -5,813,125,191

  純行政コスト（△） -4,952,526,467 -4,952,526,467

  財源 4,794,568,305 4,794,568,305

    税収等 3,901,756,596 3,901,756,596

    国県等補助金 892,811,709 892,811,709

  本年度差額 -157,958,162 -157,958,162

  固定資産等の変動（内部変動） -285,143,061 285,143,061

    有形固定資産等の増加 198,119,615 -198,119,615

    有形固定資産等の減少 -548,814,171 548,814,171

    貸付金・基金等の増加 339,238,116 -339,238,116

    貸付金・基金等の減少 -273,686,621 273,686,621

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -157,958,162 -285,143,061 127,184,899

本年度末純資産残高 13,627,048,497 19,312,988,789 -5,685,940,292

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



長生村　一般会計等 【様式第4号】

（単位：円）

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,696,665,110

    業務費用支出 2,359,024,685

      人件費支出 1,165,212,009

      物件費等支出 1,139,186,848

      支払利息支出 41,557,889

      その他の支出 13,067,939

    移転費用支出 2,337,640,425

      補助金等支出 1,055,553,233

      社会保障給付支出 550,839,285

      他会計への繰出支出 694,123,824

      その他の支出 37,124,083

  業務収入 4,983,660,822

    税収等収入 3,891,604,659

    国県等補助金収入 868,261,380

    使用料及び手数料収入 90,011,107

    その他の収入 133,783,676

  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 286,995,712

【投資活動収支】

  投資活動支出 534,457,732

    公共施設等整備費支出 195,219,616

    基金積立金支出 337,632,116

    投資及び出資金支出 1,606,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 288,037,329

    国県等補助金収入 24,550,329

    基金取崩収入 263,467,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 20,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -246,420,403

【財務活動収支】

  財務活動支出 379,616,635

    地方債償還支出 379,616,635

    その他の支出 -

  財務活動収入 328,987,000

    地方債発行収入 328,987,000

前年度末歳計外現金残高 39,477,112

本年度歳計外現金増減額 -591,078

本年度末歳計外現金残高 38,886,034

本年度末現金預金残高 358,582,521

    その他の収入 -

財務活動収支 -50,629,635

本年度資金収支額 -10,054,326

前年度末資金残高 329,750,813

本年度末資金残高 319,696,487


