
【様式第1号】

自治体名：球磨村
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 12,087,597,800   固定負債 3,608,235,959

    有形固定資産 11,445,457,800     地方債 3,045,889,959

      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 562,346,000

        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 391,839,271

        工作物 914,899,890     １年内償還予定地方債 335,904,786

        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 40,814,752

        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 4,000,075,230

        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 13,205,404,548

      インフラ資産 6,290,929,306   余剰分（不足分） -3,692,185,740

        土地 614,024,956

        建物 1,703,000

        建物減価償却累計額 -228,202

        工作物 11,776,165,937

        工作物減価償却累計額 -6,290,818,611

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 190,082,226

      物品 206,474,311

      物品減価償却累計額 -160,909,760

    無形固定資産 799,200

      ソフトウェア 799,200

      その他 -

    投資その他の資産 641,340,800

      投資及び出資金 75,740,459

        有価証券 -

        出資金 75,740,459

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 13,936,481

      長期貸付金 8,000,000

      基金 544,168,374

        減債基金 -

        その他 544,168,374

      その他 -

      徴収不能引当金 -504,514

  流動資産 1,425,696,238

    現金預金 301,225,784

    未収金 6,832,076

    短期貸付金 1,000,000

    基金 1,116,806,748

      財政調整基金 1,111,060,090

      減債基金 5,746,658

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -168,370 純資産合計 9,513,218,808

資産合計 13,513,294,038 負債及び純資産合計 13,513,294,038

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：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 2,849,238,245

    その他 -

  臨時利益 61,365,000

    資産売却益 61,365,000

    資産除売却損 204,004

    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 2,843,248,001

  臨時損失 67,355,244

    災害復旧事業費 67,151,240

  経常収益 101,130,274

    使用料及び手数料 33,823,352

    その他 67,306,922

      社会保障給付 243,441,627

      他会計への繰出金 205,063,000

      その他 2,956,361

        その他 11,251,174

    移転費用 1,170,382,039

      補助金等 718,921,051

      その他の業務費用 32,313,329

        支払利息 20,389,271

        徴収不能引当金繰入額 672,884

        維持補修費 77,870,851

        減価償却費 466,949,870

        その他 -

        その他 27,908,346

      物件費等 1,194,203,533

        物件費 649,382,812

        職員給与費 478,756,276

        賞与等引当金繰入額 40,814,752

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,944,378,275

    業務費用 1,773,996,236

      人件費 547,479,374

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：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 9,253,430,245 13,110,597,541 -3,857,167,296

  純行政コスト（△） -2,849,238,245 -2,849,238,245

  財源 3,105,162,477 3,105,162,477

    税収等 2,315,967,755 2,315,967,755

    国県等補助金 789,194,722 789,194,722

  本年度差額 255,924,232 255,924,232

  固定資産等の変動（内部変動） 90,942,676 -90,942,676

    有形固定資産等の増加 570,646,209 -570,646,209

    有形固定資産等の減少 -467,156,274 467,156,274

    貸付金・基金等の増加 195,677,867 -195,677,867

    貸付金・基金等の減少 -208,225,126 208,225,126

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,864,261 3,864,261

  その他 70 70 -

  本年度純資産変動額 259,788,563 94,807,007 164,981,556

本年度末純資産残高 9,513,218,808 13,205,404,548 -3,692,185,740

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：一般会計等 （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 301,225,784

    その他の収入 -

財務活動収支 -93,316,183

本年度資金収支額 63,273,864

前年度末資金残高 222,832,187

本年度末資金残高 286,106,051

  財務活動支出 358,922,183

    地方債償還支出 358,922,183

    その他の支出 -

  財務活動収入 265,606,000

    地方債発行収入 265,606,000

    貸付金元金回収収入 26,800,000

    資産売却収入 61,367,400

    その他の収入 -

投資活動収支 -281,170,588

【財務活動収支】

    貸付金支出 25,800,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 477,607,704

    国県等補助金収入 216,982,231

    基金取崩収入 172,458,073

【投資活動収支】

  投資活動支出 758,778,292

    公共施設等整備費支出 570,646,209

    基金積立金支出 162,332,083

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 67,151,240

    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 437,760,635

  業務収入 2,948,891,913

    税収等収入 2,315,024,839

    国県等補助金収入 542,800,298

    使用料及び手数料収入 34,893,477

    その他の収入 56,173,299

    移転費用支出 1,170,382,039

      補助金等支出 718,921,051

      社会保障給付支出 243,441,627

      他会計への繰出支出 205,063,000

      その他の支出 2,956,361

    業務費用支出 1,303,010,192

      人件費支出 544,206,806

      物件費等支出 727,253,663

      支払利息支出 20,389,271

      その他の支出 11,160,452

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 2,473,392,231


