
【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 14,280,702,300   固定負債 4,314,640,676

    有形固定資産 13,428,452,278     地方債等 3,461,634,944

      事業用資産 6,058,800,904     長期未払金 34,608,281

        土地 870,503,982     退職手当引当金 581,142,259

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

        建物 7,800,650,301     その他 237,255,192

        建物減価償却累計額 -4,082,354,067   流動負債 490,525,147

        工作物 1,036,008,266     １年内償還予定地方債等 402,264,023

        工作物減価償却累計額 -426,035,106     未払金 32,019,246

        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 40,676,471

        航空機 -     預り金 15,167,942

        航空機減価償却累計額 -     その他 397,465

        その他 63,549,176 負債合計 4,805,165,823

        その他減価償却累計額 -36,069,428 【純資産の部】

        建設仮勘定 358,961,820   固定資産等形成分 15,480,298,326

      インフラ資産 7,295,784,867   余剰分（不足分） -4,372,044,697

        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 13,899,026,827

        工作物減価償却累計額 -7,650,148,167

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 422,095,716

      物品 320,358,816

      物品減価償却累計額 -246,492,309

    無形固定資産 6,057,432

      ソフトウェア 6,057,432

      その他 -

    投資その他の資産 846,192,590

      投資及び出資金 26,832,608

        有価証券 -

        出資金 26,816,601

        その他 16,007

      長期延滞債権 29,595,740

      長期貸付金 -

      基金 791,268,963

        減債基金 -

        その他 791,268,963

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,504,721

  流動資産 1,632,717,152

    現金預金 418,981,373

    未収金 13,496,819

    短期貸付金 -

    基金 1,199,596,026

      財政調整基金 1,193,848,979

      減債基金 5,747,047

    棚卸資産 1,188,307

    その他 37,219

    徴収不能引当金 -582,592

  繰延資産 - 純資産合計 11,108,253,629

資産合計 15,913,419,452 負債及び純資産合計 15,913,419,452

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：連結会計 （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 4,896,988,871

    業務費用 2,275,058,343

      人件費 714,254,779

        職員給与費 636,003,665

        賞与等引当金繰入額 40,676,471

        退職手当引当金繰入額 273,138

        その他 37,301,505

      物件費等 1,478,254,572

        物件費 832,546,509

        維持補修費 98,394,337

        減価償却費 547,223,859

        その他 89,867

      その他の業務費用 82,548,992

        支払利息 22,451,118

        徴収不能引当金繰入額 2,087,313

        その他 58,010,561

    移転費用 2,621,930,528

      補助金等 2,321,421,414

      社会保障給付 245,538,819

      その他 54,970,295

  経常収益 269,752,581

    使用料及び手数料 87,379,966

    その他 182,372,615

純経常行政コスト 4,627,236,290

  臨時損失 121,155,995

    災害復旧事業費 79,611,373

    資産除売却損 41,544,622

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 57,458,846

    資産売却益 57,458,846

    その他 -

純行政コスト 4,690,933,439



【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 10,779,216,303 14,989,617,865 -4,210,401,562 -

  純行政コスト（△） -4,690,933,439 -4,690,933,439 -

  財源 5,003,073,124 5,003,073,124 -

    税収等 3,030,955,149 3,030,955,149 -

    国県等補助金 1,972,117,975 1,972,117,975 -

  本年度差額 312,139,685 312,139,685 -

  固定資産等の変動（内部変動） 477,435,440 -477,435,440

    有形固定資産等の増加 1,128,104,195 -1,128,104,195

    有形固定資産等の減少 -563,923,043 563,923,043

    貸付金・基金等の増加 273,429,757 -273,429,757

    貸付金・基金等の減少 -360,175,469 360,175,469

  資産評価差額 -64,684 -64,684

  無償所管換等 13,823,034 13,823,034

  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 3,255,954 8,710,529 -5,454,575 -

  その他 -116,663 -9,223,858 9,107,195

  本年度純資産変動額 329,037,326 490,680,461 -161,643,135 -

本年度末純資産残高 11,108,253,629 15,480,298,326 -4,372,044,697 -

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：連結会計 （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 4,374,667,669

    業務費用支出 1,752,737,141

      人件費支出 721,472,727

      物件費等支出 951,126,902

      支払利息支出 22,451,118

      その他の支出 57,686,394

    移転費用支出 2,621,930,528

      補助金等支出 2,321,421,414

      社会保障給付支出 245,538,819

      その他の支出 54,970,295

  業務収入 4,851,652,408

    税収等収入 3,024,309,603

    国県等補助金収入 1,572,602,835

    使用料及び手数料収入 88,853,831

    その他の収入 165,886,139

  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 415,987,039

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,370,565,750

    公共施設等整備費支出 1,128,104,196

    基金積立金支出 220,454,199

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 22,000,000

    その他の支出 7,355

  投資活動収入 745,309,435

    国県等補助金収入 355,817,140

    基金取崩収入 301,046,478

    貸付金元金回収収入 22,000,000

    資産売却収入 57,697,735

    その他の収入 8,748,082

投資活動収支 -625,256,315

【財務活動収支】

  財務活動支出 386,674,788

    地方債等償還支出 386,590,301

    その他の支出 84,487

  財務活動収入 553,182,800

    地方債等発行収入 553,182,800

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 15,195,181

本年度歳計外現金増減額 -1,908,829

本年度末歳計外現金残高 13,286,352

本年度末現金預金残高 418,981,373

財務活動収支 166,508,012

本年度資金収支額 -42,761,264

前年度末資金残高 448,418,754

比例連結割合変更に伴う差額 37,531

本年度末資金残高 405,695,021


