
【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 18,021,068,646   固定負債 5,216,256,359

    有形固定資産 15,460,453,582     地方債 4,193,812,608

      事業用資産 6,807,014,090     長期未払金 -

        土地 2,085,333,539     退職手当引当金 1,022,443,751

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,304,592,058     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,851,242,302   流動負債 531,384,004

        工作物 422,361,544     １年内償還予定地方債 412,135,701

        工作物減価償却累計額 -258,035,545     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 76,381,465

        航空機 -     預り金 42,866,838

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 5,879,952 負債合計 5,747,640,363

        その他減価償却累計額 -1,703,936 【純資産の部】

        建設仮勘定 99,828,780   固定資産等形成分 18,737,500,646

      インフラ資産 8,601,318,183   余剰分（不足分） -5,195,069,419

        土地 2,214,085,500

        建物 329,155,667

        建物減価償却累計額 -298,249,091

        工作物 13,254,677,081

        工作物減価償却累計額 -6,927,158,974

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 28,808,000

      物品 323,624,775

      物品減価償却累計額 -271,503,466

    無形固定資産 3,613,731

      ソフトウェア 3,613,731

      その他 -

    投資その他の資産 2,557,001,333

      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 100,502,382

      長期貸付金 -

      基金 1,548,279,157

        減債基金 102,362,000

        その他 1,445,917,157

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,895,206

  流動資産 1,269,002,944

    現金預金 513,270,132

    未収金 39,843,973

    短期貸付金 -

    基金 716,432,000

      財政調整基金 716,432,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -543,161 純資産合計 13,542,431,227

資産合計 19,290,071,590 負債及び純資産合計 19,290,071,590

貸借対照表
（令和2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 5,376,048,874

    その他 -

  臨時利益 2,214,999

    資産売却益 2,214,999

    資産除売却損 291,101

    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 5,377,972,772

  臨時損失 291,101

    災害復旧事業費 -

  経常収益 277,219,076

    使用料及び手数料 88,772,120

    その他 188,446,956

      社会保障給付 561,064,609

      他会計への繰出金 752,834,205

      その他 125,975,198

        その他 9,248,193

    移転費用 2,319,233,922

      補助金等 879,359,910

      その他の業務費用 50,344,078

        支払利息 31,657,518

        徴収不能引当金繰入額 9,438,367

        維持補修費 60,088,211

        減価償却費 529,758,455

        その他 -

        その他 366,901,112

      物件費等 2,041,791,031

        物件費 1,451,944,365

        職員給与費 800,540,240

        賞与等引当金繰入額 76,381,465

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,655,191,848

    業務費用 3,335,957,926

      人件費 1,243,822,817

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 13,638,421,377 19,146,891,283 -5,508,469,906

  純行政コスト（△） -5,376,048,874 -5,376,048,874

  財源 5,280,058,724 5,280,058,724

    税収等 4,485,540,474 4,485,540,474

    国県等補助金 794,518,250 794,518,250

  本年度差額 -95,990,150 -95,990,150

  固定資産等の変動（内部変動） -409,390,637 409,390,637

    有形固定資産等の増加 321,583,478 -321,583,478

    有形固定資産等の減少 -530,069,557 530,069,557

    貸付金・基金等の増加 407,050,327 -407,050,327

    貸付金・基金等の減少 -607,954,885 607,954,885

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -95,990,150 -409,390,637 313,400,487

本年度末純資産残高 13,542,431,227 18,737,500,646 -5,195,069,419

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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 41,769,439

本年度歳計外現金増減額 1,097,399

本年度末歳計外現金残高 42,866,838

本年度末現金預金残高 513,270,132

    その他の収入 -

財務活動収支 -175,348,093

本年度資金収支額 104,260,513

前年度末資金残高 366,142,781

本年度末資金残高 470,403,294

  財務活動支出 393,921,093

    地方債償還支出 393,921,093

    その他の支出 -

  財務活動収入 218,573,000

    地方債発行収入 218,573,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 2,235,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -66,485,575

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 662,148,230

    国県等補助金収入 60,546,230

    基金取崩収入 599,367,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 728,633,805

    公共施設等整備費支出 321,583,478

    基金積立金支出 407,050,327

    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 346,094,181

  業務収入 5,488,658,094

    税収等収入 4,481,473,662

    国県等補助金収入 733,972,020

    使用料及び手数料収入 88,666,650

    その他の収入 184,545,762

    移転費用支出 2,352,614,098

      補助金等支出 918,282,886

      社会保障給付支出 555,521,809

      他会計への繰出支出 752,834,205

      その他の支出 125,975,198

    業務費用支出 2,789,949,815

      人件費支出 1,237,448,881

      物件費等支出 1,512,032,576

      支払利息支出 31,657,518

      その他の支出 8,810,840

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,142,563,913


