
【様式第1号】

自治体名：球磨村
会計：連結会計 （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 13,791,045,698   固定負債 4,203,545,647

    有形固定資産 12,848,127,167     地方債等 3,320,484,885

      事業用資産 5,704,464,712     長期未払金 52,931,329

        土地 863,931,338     退職手当引当金 599,025,518

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

        建物 7,566,832,318     その他 231,103,915

        建物減価償却累計額 -3,857,439,763   流動負債 484,813,537

        工作物 955,449,782     １年内償還予定地方債等 386,693,136

        工作物減価償却累計額 -402,540,766     未払金 31,349,090

        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 47,800,197

        航空機 -     預り金 18,246,690

        航空機減価償却累計額 -     その他 724,424

        その他 64,388,505 負債合計 4,688,359,184

        その他減価償却累計額 -29,361,712 【純資産の部】

        建設仮勘定 69,619,050   固定資産等形成分 14,989,617,865

      インフラ資産 7,059,718,553   余剰分（不足分） -4,210,401,562

        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 13,654,454,402

        工作物減価償却累計額 -7,401,441,029

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 191,205,426

      物品 315,442,559

      物品減価償却累計額 -231,498,657

    無形固定資産 6,024,006

      ソフトウェア 6,024,006

      その他 -

    投資その他の資産 936,894,525

      投資及び出資金 35,804,548

        有価証券 -

        出資金 35,740,459

        その他 64,089

      長期延滞債権 27,034,254

      長期貸付金 8,000,000

      基金 867,591,967

        減債基金 -

        その他 867,591,967

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,536,244

  流動資産 1,676,529,789

    現金預金 463,613,935

    未収金 14,050,799

    短期貸付金 1,000,000

    基金 1,197,572,167

      財政調整基金 1,191,825,509

      減債基金 5,746,658

    棚卸資産 722,329

    その他 -

    徴収不能引当金 -429,441

  繰延資産 - 純資産合計 10,779,216,303

資産合計 15,467,575,487 負債及び純資産合計 15,467,575,487

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 61,672,503

    その他 2,990,240

純行政コスト 4,556,450,797

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,841,416

  臨時利益 64,662,743

  臨時損失 70,196,660

    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 85,815,408

    その他 203,300,148

純経常行政コスト 4,550,916,880

      社会保障給付 243,441,627

      その他 60,676,635

  経常収益 289,115,556

        その他 54,393,620

    移転費用 2,596,292,228

      補助金等 2,292,173,966

      その他の業務費用 83,623,591

        支払利息 27,264,286

        徴収不能引当金繰入額 1,965,685

        維持補修費 95,300,209

        減価償却費 542,058,602

        その他 49,792

        その他 38,482,336

      物件費等 1,452,313,261

        物件費 814,904,658

        職員給与費 616,822,173

        賞与等引当金繰入額 47,800,197

        退職手当引当金繰入額 4,698,650

  経常費用 4,840,032,436

    業務費用 2,243,740,208

      人件費 707,803,356

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：連結会計 （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 10,442,335,676 14,840,647,759 -4,398,312,083 -

  純行政コスト（△） -4,556,450,797 -4,556,450,797 -

  財源 4,842,121,588 4,842,121,588 -

    税収等 3,024,273,834 3,024,273,834 -

    国県等補助金 1,817,847,754 1,817,847,754 -

  本年度差額 285,670,791 285,670,791 -

  固定資産等の変動（内部変動） 76,463,024 -76,463,024

    有形固定資産等の増加 633,261,321 -633,261,321

    有形固定資産等の減少 -542,265,006 542,265,006

    貸付金・基金等の増加 215,766,634 -215,766,634

    貸付金・基金等の減少 -230,299,925 230,299,925

  資産評価差額 2,550 2,550

  無償所管換等 3,224,379 3,224,379

  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 47,807,995 69,243,262 -21,435,267 -

  その他 174,912 36,891 138,021

  本年度純資産変動額 336,880,627 148,970,106 187,910,521 -

本年度末純資産残高 10,779,216,303 14,989,617,865 -4,210,401,562 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 14,475,219

本年度歳計外現金増減額 719,962

本年度末歳計外現金残高 15,195,181

本年度末現金預金残高 463,613,935

財務活動収支 -122,604,722

本年度資金収支額 75,197,005

前年度末資金残高 371,597,308

比例連結割合変更に伴う差額 1,624,441

本年度末資金残高 448,418,754

    地方債等償還支出 408,445,199

    その他の支出 85,603

  財務活動収入 285,926,080

    地方債等発行収入 285,926,080

    その他の収入 -

    資産売却収入 61,674,903

    その他の収入 -

投資活動収支 -332,361,570

【財務活動収支】

  財務活動支出 408,530,802

    その他の支出 29,189

  投資活動収入 502,497,062

    国県等補助金収入 225,136,231

    基金取崩収入 188,885,928

    貸付金元金回収収入 26,800,000

  投資活動支出 834,858,632

    公共施設等整備費支出 633,261,321

    基金積立金支出 175,768,122

    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 2,841,416

  臨時収入 36,052,590

業務活動収支 530,163,297

【投資活動収支】

    税収等収入 3,023,322,818

    国県等補助金収入 1,559,258,333

    使用料及び手数料収入 86,935,243

    その他の収入 191,272,627

  臨時支出 69,992,656

    移転費用支出 2,590,245,298

      補助金等支出 2,292,173,966

      社会保障給付支出 243,441,627

      その他の支出 54,629,705

  業務収入 4,860,789,021

    業務費用支出 1,706,440,360

      人件費支出 700,756,797

      物件費等支出 924,451,130

      支払利息支出 27,264,286

      その他の支出 53,968,147

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 4,296,685,658


