
【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 27,528,665,824   固定負債 9,022,341,978

    有形固定資産 24,569,764,815     地方債等 7,999,898,227

      事業用資産 6,974,768,790     長期未払金 -

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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 824,854,690

        建物 11,472,346,758     １年内償還予定地方債等 697,976,377

        建物減価償却累計額 -6,851,242,302     未払金 355,450

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 422,361,544     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -258,035,545     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 83,656,025

        船舶 -     預り金 42,866,838

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,847,196,668

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 28,245,100,824

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -9,083,368,846

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 5,879,952

        その他減価償却累計額 -1,703,936

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 99,828,780

      インフラ資産 17,542,874,716

        土地 2,282,523,000

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,191,055,667

        建物減価償却累計額 -1,395,208,691

        建物減損損失累計額 -

        工作物 25,516,675,782

        工作物減価償却累計額 -11,080,979,042

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        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

      物品減損損失累計額 -

    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 2,955,287,278

      投資及び出資金 917,115,000

        有価証券 -

        出資金 917,115,000

        その他 -

      長期延滞債権 229,547,234

      長期貸付金 -

      基金 1,826,784,157

        減債基金 102,362,000

        その他 1,724,422,157

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,159,113

  流動資産 1,480,262,822

    現金預金 700,830,134

    未収金 63,541,236

    短期貸付金 -

    基金 716,435,000

      財政調整基金 716,435,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -543,548

  繰延資産 - 純資産合計 19,161,731,978

資産合計 29,008,928,646 負債及び純資産合計 29,008,928,646

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：長生村

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 2,214,999

    その他 -

純行政コスト 8,151,146,506

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,214,999

  臨時損失 291,101

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 291,101

    使用料及び手数料 152,305,791

    その他 202,871,679

純経常行政コスト 8,153,070,404

      社会保障給付 562,419,217

      その他 153,905,003

  経常収益 355,177,470

        その他 13,421,804

    移転費用 4,512,023,377

      補助金等 3,795,699,157

      その他の業務費用 130,173,882

        支払利息 98,049,417

        徴収不能引当金繰入額 18,702,661

        維持補修費 68,172,811

        減価償却費 841,522,704

        その他 -

        その他 388,932,857

      物件費等 2,521,372,940

        物件費 1,611,677,425

        職員給与費 872,088,793

        賞与等引当金繰入額 83,656,025

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 8,508,247,874

    業務費用 3,996,224,497

      人件費 1,344,677,675

連結行政コスト計算書
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：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) 他団体出資等分

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

  純行政コスト（△） -8,151,146,506 -8,151,146,506 -

  財源 8,128,870,344 8,128,870,344 -

    税収等 5,536,826,821 5,536,826,821 -

    国県等補助金 2,592,043,523 2,592,043,523 -

  本年度差額 -22,276,162 -22,276,162 -

  固定資産等の変動（内部変動） -272,260,702 272,260,702

    有形固定資産等の増加 780,946,538 -780,946,538

    有形固定資産等の減少 -841,833,806 841,833,806

    貸付金・基金等の増加 407,095,049 -407,095,049

    貸付金・基金等の減少 -618,468,483 618,468,483

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -22,276,162 -272,260,702 249,984,540 -

本年度末純資産残高 19,161,731,978 28,245,100,824 -9,083,368,846 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （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 700,830,134

財務活動収支 -117,764,797

本年度資金収支額 100,286,882

前年度末資金残高 557,676,414

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 657,963,296

    地方債等償還支出 664,637,797

    その他の支出 -

  財務活動収入 546,873,000

    地方債等発行収入 546,873,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,235,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -396,652,635

【財務活動収支】

  財務活動支出 664,637,797

    その他の支出 -

  投資活動収入 791,348,230

    国県等補助金収入 189,746,230

    基金取崩収入 599,367,000

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,188,000,865

    公共施設等整備費支出 780,946,538

    基金積立金支出 407,054,327

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 614,704,314

【投資活動収支】

    税収等収入 5,535,283,969

    国県等補助金収入 2,402,297,293

    使用料及び手数料収入 152,146,066

    その他の収入 198,194,338

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,545,403,553

      補助金等支出 3,834,622,133

      社会保障給付支出 556,876,417

      その他の支出 153,905,003

  業務収入 8,287,921,666

    業務費用支出 3,127,813,799

      人件費支出 1,337,414,131

      物件費等支出 1,679,850,236

      支払利息支出 98,049,417

      その他の支出 12,500,015

連結資金収支計算書
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 7,673,217,352


