
【様式第1号】

自治体名：長生村

会計：全体会計 （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 27,784,922,526   固定負債 9,212,368,331

    有形固定資産 24,627,591,446     地方債 8,151,001,604

      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 782,967,467

        工作物 414,934,824     １年内償還予定地方債 664,637,797

        工作物減価償却累計額 -238,683,129     未払金 167,750

        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 76,392,481

        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 9,995,335,798

        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 28,517,361,526

      インフラ資産 17,636,413,083   余剰分（不足分） -9,333,353,386

        土地 2,246,326,499

        建物 2,187,282,667

        建物減価償却累計額 -1,341,913,752

        工作物 25,083,679,362

        工作物減価償却累計額 -10,587,749,693

        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 3,150,656,712

      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 244,751,004

      長期貸付金 -

      基金 2,008,635,630

        減債基金 102,352,000

        その他 1,906,283,630

      その他 -

      徴収不能引当金 -19,844,922

  流動資産 1,394,421,412

    現金預金 599,445,853

    未収金 63,127,164

    短期貸付金 -

    基金 732,439,000

      財政調整基金 732,439,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -590,605 純資産合計 19,184,008,140

資産合計 29,179,343,938 負債及び純資産合計 29,179,343,938

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：全体会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 7,754,105,023

    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 7,762,724,221

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 305,784,922

    使用料及び手数料 156,571,387

    その他 149,213,535

      社会保障給付 576,900,585

      他会計への繰出金 -

      その他 40,608,134

        その他 74,346,413

    移転費用 4,259,644,879

      補助金等 3,642,136,160

      その他の業務費用 202,433,683

        支払利息 107,651,743

        徴収不能引当金繰入額 20,435,527

        維持補修費 28,747,255

        減価償却費 845,394,558

        その他 -

        その他 391,471,579

      物件費等 2,291,213,001

        物件費 1,417,071,188

        職員給与費 847,353,520

        賞与等引当金繰入額 76,392,481

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 8,068,509,143

    業務費用 3,808,864,264

      人件費 1,315,217,580

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：全体会計 （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 19,202,581,360 28,656,616,192 -9,454,034,832

  純行政コスト（△） -7,754,105,023 -7,754,105,023

  財源 7,735,531,044 7,735,531,044

    税収等 5,289,197,927 5,289,197,927

    国県等補助金 2,446,333,117 2,446,333,117

  本年度差額 -18,573,979 -18,573,979

  固定資産等の変動（内部変動） -139,255,425 139,255,425

    有形固定資産等の増加 503,766,238 -503,766,238

    有形固定資産等の減少 -845,394,560 845,394,560

    貸付金・基金等の増加 557,795,202 -557,795,202

    貸付金・基金等の減少 -355,422,305 355,422,305

  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 -18,573,220 -139,254,666 120,681,446

本年度末純資産残高 19,184,008,140 28,517,361,526 -9,333,353,386

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：全体会計 （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 599,445,853

    その他の収入 -

財務活動収支 -125,433,363

本年度資金収支額 -61,431,025

前年度末資金残高 619,107,439

本年度末資金残高 557,676,414

  財務活動支出 631,652,363

    地方債償還支出 631,652,363

    その他の支出 -

  財務活動収入 506,219,000

    地方債発行収入 506,219,000

    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 -601,222,250

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 459,143,988

    国県等補助金収入 124,643,737

    基金取崩収入 325,881,051

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,060,366,238

    公共施設等整備費支出 503,766,238

    基金積立金支出 556,600,000

    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 665,224,588

  業務収入 7,910,883,364

    税収等収入 5,284,843,701

    国県等補助金収入 2,321,689,380

    使用料及び手数料収入 156,820,426

    その他の収入 147,529,857

    移転費用支出 4,314,617,941

      補助金等支出 3,710,749,222

      社会保障給付支出 563,260,585

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 40,608,134

    業務費用支出 2,931,040,835

      人件費支出 1,309,247,080

      物件費等支出 1,445,818,443

      支払利息支出 107,651,743

      その他の支出 68,323,569

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 7,245,658,776


