
【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 12,579,618,520   固定負債 3,793,386,587

    有形固定資産 12,051,586,994     地方債 3,241,360,925

      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 552,025,662

        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 398,134,019

        工作物 995,341,726     １年内償還予定地方債 351,214,033

        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 33,725,226

        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 4,191,520,606

        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 13,701,159,275

      インフラ資産 6,522,231,398   余剰分（不足分） -3,924,166,612

        土地 623,449,794

        建物 1,703,000

        建物減価償却累計額 -342,303

        工作物 11,994,887,382

        工作物減価償却累計額 -6,507,768,991

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 410,302,516

      物品 206,013,741

      物品減価償却累計額 -166,294,953

    無形固定資産 2,604,960

      ソフトウェア 2,604,960

      その他 -

    投資その他の資産 525,426,566

      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 14,796,385

      長期貸付金 7,000,000

      基金 461,918,116

        減債基金 -

        その他 461,918,116

      その他 -

      徴収不能引当金 -482,672

  流動資産 1,388,894,749

    現金預金 260,778,942

    未収金 6,796,803

    短期貸付金 1,000,000

    基金 1,120,540,755

      財政調整基金 1,114,793,708

      減債基金 5,747,047

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -221,751 純資産合計 9,776,992,663

資産合計 13,968,513,269 負債及び純資産合計 13,968,513,269

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：一般会計等 （単位：円）

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 3,000,421,034

    業務費用 1,828,958,899

      人件費 561,247,289

        職員給与費 499,979,322

        賞与等引当金繰入額 33,725,226

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 27,542,741

      物件費等 1,230,405,222

        物件費 686,387,180

        維持補修費 75,331,731

        減価償却費 468,686,311

        その他 -

      その他の業務費用 37,306,388

        支払利息 16,513,314

        徴収不能引当金繰入額 704,423

        その他 20,088,651

    移転費用 1,171,462,135

      補助金等 707,449,046

      社会保障給付 245,538,819

      他会計への繰出金 217,483,000

      その他 991,270

  経常収益 98,652,439

    使用料及び手数料 34,969,322

    その他 63,683,117

純経常行政コスト 2,901,768,595

  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

    投資損失引当金繰入額 4,720,879

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 2,970,136,478

    その他 -

  臨時利益 57,427,046

    資産売却益 57,427,046



【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 9,513,218,808 13,205,404,548 -3,692,185,740

  純行政コスト（△） -2,970,136,478 -2,970,136,478

  財源 3,240,499,901 3,240,499,901

    税収等 2,289,724,084 2,289,724,084

    国県等補助金 950,775,817 950,775,817

  本年度差額 270,363,423 270,363,423

  固定資産等の変動（内部変動） 502,344,295 -502,344,295

    有形固定資産等の増加 1,079,464,340 -1,079,464,340

    有形固定資産等の減少 -485,064,661 485,064,661

    貸付金・基金等の増加 234,643,349 -234,643,349

    貸付金・基金等の減少 -326,698,733 326,698,733

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 13,535,275 13,535,275

  その他 -20,124,843 -20,124,843 -

  本年度純資産変動額 263,773,855 495,754,727 -231,980,872

本年度末純資産残高 9,776,992,663 13,701,159,275 -3,924,166,612

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：一般会計等 （単位：円）

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 2,538,119,826

    業務費用支出 1,366,657,691

      人件費支出 568,336,815

      物件費等支出 761,718,911

      支払利息支出 16,513,314

      その他の支出 20,088,651

    移転費用支出 1,171,462,135

      補助金等支出 707,449,046

      社会保障給付支出 245,538,819

      他会計への繰出支出 217,483,000

      その他の支出 991,270

  業務収入 2,934,131,839

    税収等収入 2,286,676,098

    国県等補助金収入 557,573,243

    使用料及び手数料収入 36,453,067

    その他の収入 53,429,431

  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 335,014,313

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,298,806,716

    公共施設等整備費支出 1,079,464,340

    基金積立金支出 197,342,376

    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 714,490,321

    国県等補助金収入 349,504,574

    基金取崩収入 275,858,701

    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 -584,316,395

【財務活動収支】

  財務活動支出 335,904,787

    地方債償還支出 335,904,787

    その他の支出 -

  財務活動収入 546,685,000

    地方債発行収入 546,685,000

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 260,778,942

    その他の収入 -

財務活動収支 210,780,213

本年度資金収支額 -38,521,869

前年度末資金残高 286,106,051

本年度末資金残高 247,584,182


