
長生村　全体会計 【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 27,905,154,192   固定負債 9,432,930,912

    有形固定資産 24,963,654,533     地方債 8,302,951,123

      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 747,591,756

        工作物 409,486,824     １年内償還予定地方債 638,121,641

        工作物減価償却累計額 -219,521,093     未払金 162,100

        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 70,421,981

        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 10,180,522,668

        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 28,656,616,192

      インフラ資産 17,813,149,181   余剰分（不足分） -9,454,034,832

        土地 2,240,587,260

        建物 2,185,349,467

        建物減価償却累計額 -1,286,373,075

        工作物 24,755,345,406

        工作物減価償却累計額 -10,102,769,877

        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 2,929,260,056

      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 262,205,301

      長期貸付金 -

      基金 1,772,532,922

        減債基金 102,342,000

        その他 1,670,190,922

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,593,167

  流動資産 1,477,949,836

    現金預金 657,993,473

    未収金 69,357,017

    短期貸付金 -

    基金 751,462,000

      財政調整基金 751,462,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -862,654 純資産合計 19,202,581,360

資産合計 29,383,104,028 負債及び純資産合計 29,383,104,028

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



長生村　全体会計 【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 8,376,537,510

    業務費用 3,624,069,774

      人件費 1,257,611,372

        職員給与費 816,379,544

        賞与等引当金繰入額 70,421,981

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 370,809,847

      物件費等 2,156,070,177

        物件費 1,192,531,525

        維持補修費 115,537,601

        減価償却費 848,001,051

        その他 -

      その他の業務費用 210,388,225

        支払利息 117,517,640

        徴収不能引当金繰入額 23,455,821

        その他 69,414,764

    移転費用 4,752,467,736

      補助金等 4,162,654,494

      社会保障給付 551,706,596

      他会計への繰出金 -

      その他 38,106,646

  経常収益 304,335,313

    使用料及び手数料 154,821,444

    その他 149,513,869

純経常行政コスト 8,072,202,197

  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 8,072,182,198

    その他 -

  臨時利益 19,999

    資産売却益 19,999



長生村　全体会計 【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 19,423,225,432 29,113,964,563 -9,690,739,131

  純行政コスト（△） -8,072,182,198 -8,072,182,198

  財源 7,851,538,126 7,851,538,126

    税収等 5,917,842,985 5,917,842,985

    国県等補助金 1,933,695,141 1,933,695,141

  本年度差額 -220,644,072 -220,644,072

  固定資産等の変動（内部変動） -457,348,371 457,348,371

    有形固定資産等の増加 370,651,215 -370,651,215

    有形固定資産等の減少 -850,901,051 850,901,051

    貸付金・基金等の増加 339,751,887 -339,751,887

    貸付金・基金等の減少 -316,850,422 316,850,422

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -220,644,072 -457,348,371 236,704,299

本年度末純資産残高 19,202,581,360 28,656,616,192 -9,454,034,832

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　全体会計 【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 7,570,718,100

    業務費用支出 2,736,346,598

      人件費支出 1,251,404,001

      物件費等支出 1,308,069,126

      支払利息支出 117,517,640

      その他の支出 59,355,831

    移転費用支出 4,834,371,502

      補助金等支出 4,244,558,260

      社会保障給付支出 551,706,596

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 38,106,646

  業務収入 8,074,415,460

    税収等収入 5,918,088,816

    国県等補助金収入 1,854,399,490

    使用料及び手数料収入 154,736,388

    その他の収入 147,190,766

  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 503,697,360

【投資活動収支】

  投資活動支出 706,991,332

    公共施設等整備費支出 367,751,216

    基金積立金支出 337,634,116

    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 351,450,651

    国県等補助金収入 79,295,651

    基金取崩収入 272,135,000

    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 -355,540,681

【財務活動収支】

  財務活動支出 624,893,480

    地方債償還支出 624,893,480

    その他の支出 -

  財務活動収入 496,787,000

    地方債発行収入 496,787,000

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 657,993,473

    その他の収入 -

財務活動収支 -128,106,480

本年度資金収支額 20,050,199

前年度末資金残高 599,057,240

本年度末資金残高 619,107,439


