
【様式第1号】

自治体名：下條村

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 13,000,546   固定負債 1,297,660

    有形固定資産 8,864,571     地方債 848,592

      事業用資産 3,969,194     長期未払金 -

        土地 520,687     退職手当引当金 449,068

        立木竹 12,923     損失補償等引当金 -

        建物 8,005,345     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,724,715   流動負債 113,505

        工作物 532,725     １年内償還予定地方債 67,957

        工作物減価償却累計額 -410,213     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 22,764

        航空機 -     預り金 22,785

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 1,152 負債合計 1,411,165

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 31,290   固定資産等形成分 16,292,269

      インフラ資産 4,412,525   余剰分（不足分） -986,305

        土地 102,897

        建物 63,703

        建物減価償却累計額 -58,566

        工作物 10,941,200

        工作物減価償却累計額 -6,644,898

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 8,190

      物品 1,398,530

      物品減価償却累計額 -915,678

    無形固定資産 3,802

      ソフトウェア 3,802

      その他 -

    投資その他の資産 4,132,173

      投資及び出資金 75,058

        有価証券 -

        出資金 75,058

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 4,057,115

        減債基金 924,456

        その他 3,132,659

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 3,716,583

    現金預金 307,444

    未収金 117,417

    短期貸付金 -

    基金 3,291,723

      財政調整基金 3,291,723

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 15,305,964

資産合計 16,717,129 負債及び純資産合計 16,717,129

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：下條村

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 1,955,198

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 116

    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 1,955,083

  臨時損失 116

    災害復旧事業費 -

  経常収益 190,447

    使用料及び手数料 113,489

    その他 76,958

      社会保障給付 128,108

      他会計への繰出金 121,237

      その他 4,672

        その他 6,955

    移転費用 683,509

      補助金等 429,491

      その他の業務費用 10,253

        支払利息 3,297

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 118,333

        減価償却費 473,124

        その他 310

        その他 36,814

      物件費等 1,112,125

        物件費 520,358

        職員給与費 280,066

        賞与等引当金繰入額 22,764

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,145,530

    業務費用 1,462,021

      人件費 339,643

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：下條村

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 15,200,897 16,379,758 -1,178,860

  純行政コスト（△） -1,955,198 -1,955,198

  財源 2,060,149 2,060,149

    税収等 1,705,411 1,705,411

    国県等補助金 354,737 354,737

  本年度差額 104,950 104,950

  固定資産等の変動（内部変動） -87,605 87,605

    有形固定資産等の増加 328,768 -328,768

    有形固定資産等の減少 -491,528 491,528

    貸付金・基金等の増加 97,205 -97,205

    貸付金・基金等の減少 -22,050 22,050

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 116 116

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 105,066 -87,489 192,555

本年度末純資産残高 15,305,964 16,292,269 -986,305

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：下條村

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 22,133

本年度歳計外現金増減額 652

本年度末歳計外現金残高 22,785

本年度末現金預金残高 307,444

    その他の収入 -

財務活動収支 -44,077

本年度資金収支額 27,335

前年度末資金残高 257,324

本年度末資金残高 284,659

  財務活動支出 204,577

    地方債償還支出 204,577

    その他の支出 -

  財務活動収入 160,500

    地方債発行収入 160,500

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -385,635

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 18,050

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 18,050

【投資活動収支】

  投資活動支出 403,685

    公共施設等整備費支出 310,480

    基金積立金支出 93,205

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 21,250

業務活動収支 457,046

  業務収入 2,104,705

    税収等収入 1,704,910

    国県等補助金収入 216,571

    使用料及び手数料収入 113,168

    その他の収入 70,055

    移転費用支出 683,509

      補助金等支出 429,491

      社会保障給付支出 128,108

      他会計への繰出支出 121,237

      その他の支出 4,672

    業務費用支出 985,400

      人件費支出 336,147

      物件費等支出 639,001

      支払利息支出 3,297

      その他の支出 6,955

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 1,668,909


