
【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 13,419,493,048   固定負債 3,943,715,949

    有形固定資産 12,825,603,638     地方債等 3,387,502,949

      事業用資産 5,489,636,808     長期未払金 -

        土地 807,535,359     退職手当引当金 556,213,000

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

        建物 6,970,345,641     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,706,989,021   流動負債 425,782,248

        工作物 995,341,726     １年内償還予定地方債等 378,530,515

        工作物減価償却累計額 -409,144,677     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 34,056,973

        航空機 -     預り金 13,194,760

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,369,498,197

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 358,961,820   固定資産等形成分 14,611,551,403

      インフラ資産 7,295,522,822   余剰分（不足分） -4,022,030,122

        土地 623,449,794   他団体出資等分 -

        建物 1,703,000

        建物減価償却累計額 -342,303

        工作物 13,898,216,240

        工作物減価償却累計額 -7,649,599,625

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 422,095,716

      物品 206,738,961

      物品減価償却累計額 -166,294,953

    無形固定資産 5,888,460

      ソフトウェア 5,888,460

      その他 -

    投資その他の資産 588,000,950

      投資及び出資金 66,816,601

        有価証券 -

        出資金 66,816,601

        その他 -

      投資損失引当金 -24,621,864

      長期延滞債権 29,046,702

      長期貸付金 7,000,000

      基金 511,264,232

        減債基金 -

        その他 511,264,232

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,504,721

  流動資産 1,539,526,430

    現金預金 336,236,124

    未収金 11,814,543

    短期貸付金 1,000,000

    基金 1,191,058,355

      財政調整基金 1,185,311,308

      減債基金 5,747,047

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -582,592

  繰延資産 - 純資産合計 10,589,521,281

資産合計 14,959,019,478 負債及び純資産合計 14,959,019,478

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：球磨村

会計：全体会計 （単位：円）

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

  経常費用 4,043,388,156

    業務費用 1,957,785,239

      人件費 567,328,900

        職員給与費 505,729,186

        賞与等引当金繰入額 34,056,973

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 27,542,741

      物件費等 1,323,261,566

        物件費 740,254,543

        維持補修費 77,640,761

        減価償却費 505,366,262

        その他 -

      その他の業務費用 67,194,773

        支払利息 21,819,174

        徴収不能引当金繰入額 2,087,313

        その他 43,288,286

    移転費用 2,085,602,917

      補助金等 1,838,390,928

      社会保障給付 245,538,819

      その他 1,673,170

  経常収益 134,267,898

    使用料及び手数料 65,741,572

    その他 68,526,326

純経常行政コスト 3,909,120,258

  臨時損失 125,794,929

    災害復旧事業費 79,611,373

    資産除売却損 41,462,677

純行政コスト 3,977,488,141

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 57,427,046

    投資損失引当金繰入額 4,720,879

    資産売却益 57,427,046

    その他 -



【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 10,282,955,483 14,105,225,219 -3,822,269,736 -

  純行政コスト（△） -3,977,488,141 -3,977,488,141 -

  財源 4,290,643,507 4,290,643,507 -

    税収等 2,668,158,223 2,668,158,223 -

    国県等補助金 1,622,485,284 1,622,485,284 -

  本年度差額 313,155,366 313,155,366 -

  固定資産等の変動（内部変動） 512,915,752 -512,915,752

    有形固定資産等の増加 1,119,986,664 -1,119,986,664

    有形固定資産等の減少 -521,744,612 521,744,612

    貸付金・基金等の増加 259,334,189 -259,334,189

    貸付金・基金等の減少 -344,660,489 344,660,489

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 13,535,275 13,535,275

  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 -20,124,843 -20,124,843 -

  本年度純資産変動額 306,565,798 506,326,184 -199,760,386 -

本年度末純資産残高 10,589,521,281 14,611,551,403 -4,022,030,122 -

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：球磨村

会計：全体会計 （単位：円）

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 3,543,105,768

    業務費用支出 1,457,502,851

      人件費支出 574,500,087

      物件費等支出 817,895,304

      支払利息支出 21,819,174

      その他の支出 43,288,286

    移転費用支出 2,085,602,917

      補助金等支出 1,838,390,928

      社会保障給付支出 245,538,819

      その他の支出 1,673,170

  業務収入 4,009,634,975

    税収等収入 2,661,512,677

    国県等補助金収入 1,223,360,984

    使用料及び手数料収入 67,215,437

    その他の収入 57,545,877

  臨時支出 104,695,700

    災害復旧事業費支出 79,611,373

    その他の支出 25,084,327

  臨時収入 43,698,000

業務活動収支 405,531,507

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,348,737,833

    公共施設等整備費支出 1,119,986,664

    基金積立金支出 206,751,169

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 22,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 724,412,047

    国県等補助金収入 355,426,300

    基金取崩収入 279,858,701

    貸付金元金回収収入 23,000,000

    資産売却収入 57,427,046

    その他の収入 8,700,000

投資活動収支 -624,325,786

【財務活動収支】

  財務活動支出 362,463,143

    地方債等償還支出 362,463,143

    その他の支出 -

  財務活動収入 546,685,000

    地方債等発行収入 546,685,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 15,119,733

本年度歳計外現金増減額 -1,924,973

本年度末歳計外現金残高 13,194,760

本年度末現金預金残高 336,236,124

財務活動収支 184,221,857

本年度資金収支額 -34,572,422

前年度末資金残高 357,613,786

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 323,041,364


