
【様式第1号】

自治体名：球磨村
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 12,916,912,427   固定負債 3,785,903,465

    有形固定資産 12,213,947,571     地方債等 3,219,348,465

      事業用資産 5,108,963,943     長期未払金 -

        土地 801,110,979     退職手当引当金 566,555,000

        立木竹 473,585,960     損失補償等引当金 -

        建物 6,743,179,085     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,506,173,120   流動負債 418,811,035

        工作物 914,899,890     １年内償還予定地方債等 362,463,142

        工作物減価償却累計額 -387,100,451     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 41,228,160

        航空機 -     預り金 15,119,733

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,204,714,500

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 69,461,600   固定資産等形成分 14,105,225,219

      インフラ資産 7,059,419,077   余剰分（不足分） -3,822,269,736

        土地 614,024,956   他団体出資等分 -

        建物 1,703,000

        建物減価償却累計額 -228,202

        工作物 13,653,651,191

        工作物減価償却累計額 -7,400,937,294

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 191,205,426

      物品 206,474,311

      物品減価償却累計額 -160,909,760

    無形固定資産 5,767,200

      ソフトウェア 5,767,200

      その他 -

    投資その他の資産 697,197,656

      投資及び出資金 75,740,459

        有価証券 -

        出資金 75,740,459

        その他 -

      長期延滞債権 26,876,188

      長期貸付金 8,000,000

      基金 588,117,253

        減債基金 -

        その他 588,117,253

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,536,244

  流動資産 1,570,757,556

    現金預金 372,733,519

    未収金 10,140,686

    短期貸付金 1,000,000

    基金 1,187,312,792

      財政調整基金 1,181,566,134

      減債基金 5,746,658

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -429,441

  繰延資産 - 純資産合計 10,282,955,483

資産合計 14,487,669,983 負債及び純資産合計 14,487,669,983

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：球磨村
会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 61,365,000

    その他 -

純行政コスト 3,874,171,747

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 61,365,000

  臨時損失 67,355,244

    災害復旧事業費 67,151,240

    資産除売却損 204,004

    使用料及び手数料 64,203,182

    その他 71,459,765

純経常行政コスト 3,868,181,503

      社会保障給付 243,441,627

      その他 3,609,861

  経常収益 135,662,947

        その他 38,865,098

    移転費用 2,099,149,796

      補助金等 1,852,098,308

      その他の業務費用 67,259,151

        支払利息 26,428,368

        徴収不能引当金繰入額 1,965,685

        維持補修費 78,623,491

        減価償却費 502,706,386

        その他 -

        その他 27,908,346

      物件費等 1,283,771,197

        物件費 702,441,320

        職員給与費 484,390,800

        賞与等引当金繰入額 41,228,160

        退職手当引当金繰入額 137,000

  経常費用 4,003,844,450

    業務費用 1,904,694,654

      人件費 553,664,306

連結行政コスト計算書
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：球磨村

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 9,984,584,010 14,012,049,620 -4,027,465,610 -

  純行政コスト（△） -3,874,171,747 -3,874,171,747 -

  財源 4,168,678,889 4,168,678,889 -

    税収等 2,697,676,722 2,697,676,722 -

    国県等補助金 1,471,002,167 1,471,002,167 -

  本年度差額 294,507,142 294,507,142 -

  固定資産等の変動（内部変動） 89,311,268 -89,311,268

    有形固定資産等の増加 605,497,535 -605,497,535

    有形固定資産等の減少 -502,912,790 502,912,790

    貸付金・基金等の増加 205,075,427 -205,075,427

    貸付金・基金等の減少 -218,348,904 218,348,904

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,864,261 3,864,261

  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 70 70 -

  本年度純資産変動額 298,371,473 93,175,599 205,195,874 -

本年度末純資産残高 10,282,955,483 14,105,225,219 -3,822,269,736 -

連結純資産変動計算書
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：球磨村

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 14,449,143

本年度歳計外現金増減額 670,590

本年度末歳計外現金残高 15,119,733

本年度末現金預金残高 372,733,519

財務活動収支 -119,141,302

本年度資金収支額 79,340,056

前年度末資金残高 278,273,730

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 357,613,786

    地方債等償還支出 384,747,302

    その他の支出 -

  財務活動収入 265,606,000

    地方債等発行収入 265,606,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 61,367,400

    その他の収入 -

投資活動収支 -306,159,934

【財務活動収支】

  財務活動支出 384,747,302

    その他の支出 -

  投資活動収入 490,243,704

    国県等補助金収入 225,136,231

    基金取崩収入 176,940,073

    貸付金元金回収収入 26,800,000

  投資活動支出 796,403,638

    公共施設等整備費支出 605,497,535

    基金積立金支出 165,106,103

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 25,800,000

    災害復旧事業費支出 67,151,240

    その他の支出 -

  臨時収入 29,412,193

業務活動収支 504,641,292

【投資活動収支】

    税収等収入 2,696,725,706

    国県等補助金収入 1,216,453,743

    使用料及び手数料収入 65,323,017

    その他の収入 59,537,102

  臨時支出 67,151,240

    移転費用支出 2,099,149,796

      補助金等支出 1,852,098,308

      社会保障給付支出 243,441,627

      その他の支出 3,609,861

  業務収入 4,038,039,568

    業務費用支出 1,396,509,433

      人件費支出 550,241,878

      物件費等支出 781,064,811

      支払利息支出 26,428,368

      その他の支出 38,774,376

連結資金収支計算書
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 3,495,659,229


