
【様式第1号】

自治体名：長生村

会計：一般会計等 （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 18,414,454,283   固定負債 5,448,742,036

    有形固定資産 15,665,879,024     地方債 4,387,375,309

      事業用資産 6,944,918,100     長期未払金 -

        土地 1,987,375,753     退職手当引当金 1,061,366,727

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,284,520,985     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,588,792,664   流動負債 505,698,061

        工作物 414,934,824     １年内償還予定地方債 393,921,093

        工作物減価償却累計額 -238,683,129     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 70,007,529

        航空機 -     預り金 41,769,439

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 5,879,952 負債合計 5,954,440,097

        その他減価償却累計額 -573,501 【純資産の部】

        建設仮勘定 80,255,880   固定資産等形成分 19,146,891,283

      インフラ資産 8,674,700,661   余剰分（不足分） -5,508,469,906

        土地 2,177,888,999

        建物 325,382,667

        建物減価償却累計額 -296,172,552

        工作物 13,113,289,021

        工作物減価償却累計額 -6,694,475,474

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 48,788,000

      物品 311,391,732

      物品減価償却累計額 -265,131,469

    無形固定資産 6,674,368

      ソフトウェア 6,674,368

      その他 -

    投資その他の資産 2,741,900,891

      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 104,532,971

      長期貸付金 -

      基金 1,730,133,630

        減債基金 102,352,000

        その他 1,627,781,630

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,880,710

  流動資産 1,178,407,191

    現金預金 407,912,220

    未収金 38,616,319

    短期貸付金 -

    基金 732,437,000

      財政調整基金 732,437,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -558,348 純資産合計 13,638,421,377

資産合計 19,592,861,474 負債及び純資産合計 19,592,861,474

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：長生村

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,964,779,867

    その他 -

  臨時利益 8,619,198

    資産売却益 8,619,198

    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 -

純経常行政コスト 4,973,399,065

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 218,869,700

    使用料及び手数料 90,529,645

    その他 128,340,055

      社会保障給付 575,412,397

      他会計への繰出金 729,866,697

      その他 10,611,855

        その他 18,407,460

    移転費用 2,109,456,847

      補助金等 793,565,898

      その他の業務費用 65,156,459

        支払利息 36,309,941

        徴収不能引当金繰入額 10,439,058

        維持補修費 28,503,175

        減価償却費 539,653,771

        その他 -

        その他 370,073,791

      物件費等 1,802,738,685

        物件費 1,234,581,739

        職員給与費 774,835,454

        賞与等引当金繰入額 70,007,529

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,192,268,765

    業務費用 3,082,811,918

      人件費 1,214,916,774

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：長生村

会計：一般会計等 （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 13,627,048,497 19,312,988,789 -5,685,940,292

  純行政コスト（△） -4,964,779,867 -4,964,779,867

  財源 4,976,151,988 4,976,151,988

    税収等 4,257,539,773 4,257,539,773

    国県等補助金 718,612,215 718,612,215

  本年度差額 11,372,121 11,372,121

  固定資産等の変動（内部変動） -166,098,265 166,098,265

    有形固定資産等の増加 252,639,778 -252,639,778

    有形固定資産等の減少 -539,653,773 539,653,773

    貸付金・基金等の増加 461,971,000 -461,971,000

    貸付金・基金等の減少 -341,055,270 341,055,270

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 759 759

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 11,372,880 -166,097,506 177,470,386

本年度末純資産残高 13,638,421,377 19,146,891,283 -5,508,469,906

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

自治体名：長生村

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 38,886,034

本年度歳計外現金増減額 2,883,405

本年度末歳計外現金残高 41,769,439

本年度末現金預金残高 407,912,220

    その他の収入 -

財務活動収支 -69,528,357

本年度資金収支額 46,446,294

前年度末資金残高 319,696,487

本年度末資金残高 366,142,781

  財務活動支出 373,147,357

    地方債償還支出 373,147,357

    その他の支出 -

  財務活動収入 303,619,000

    地方債発行収入 303,619,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 8,619,200

    その他の収入 -

投資活動収支 -327,461,790

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 387,148,988

    国県等補助金収入 52,648,737

    基金取崩収入 325,881,051

【投資活動収支】

  投資活動支出 714,610,778

    公共施設等整備費支出 252,639,778

    基金積立金支出 461,971,000

    投資及び出資金支出 -

  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 443,436,441

  業務収入 5,133,409,169

    税収等収入 4,249,441,872

    国県等補助金収入 665,963,478

    使用料及び手数料収入 90,733,345

    その他の収入 127,270,474

    移転費用支出 2,164,429,909

      補助金等支出 862,178,960

      社会保障給付支出 561,772,397

      他会計への繰出支出 729,866,697

      その他の支出 10,611,855

    業務費用支出 2,525,542,819

      人件費支出 1,210,304,058

      物件費等支出 1,263,084,914

      支払利息支出 36,309,941

      その他の支出 15,843,906

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,689,972,728


