
【様式第1号】

自治体名：下條村

会計：連結会計 （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 14,930,857   固定負債 1,593,527

    有形固定資産 10,419,237     地方債等 1,042,365

      事業用資産 4,615,407     長期未払金 -

        土地 610,565     退職手当引当金 508,990

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 533,875     その他 42,172

        立木竹減損損失累計額 -170,206   流動負債 203,941

        建物 8,252,023     １年内償還予定地方債等 113,460

        建物減価償却累計額 -4,861,414     未払金 16,755

        建物減損損失累計額 -     未払費用 7,202

        工作物 576,891     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -416,576     前受収益 274

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 29,184

        船舶 -     預り金 25,487

        船舶減価償却累計額 -     その他 11,580

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,797,468

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 18,291,456

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,324,441

        航空機 -   他団体出資等分 150,506

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 1,152

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 89,097

      インフラ資産 5,229,475

        土地 104,031

        土地減損損失累計額 -

        建物 72,814

        建物減価償却累計額 -67,125

        建物減損損失累計額 -

        工作物 13,871,861

        工作物減価償却累計額 -8,760,295

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 8,190

      物品 1,900,072

      物品減価償却累計額 -1,325,717

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 13,036

      ソフトウェア 12,961

      その他 75

    投資その他の資産 4,498,584

      投資及び出資金 79,678

        有価証券 15,690

        出資金 63,988

        その他 -

      長期延滞債権 27

      長期貸付金 563

      基金 4,415,214

        減債基金 924,456

        その他 3,490,758

      その他 3,102

      徴収不能引当金 -2

  流動資産 3,984,132

    現金預金 474,310

    未収金 127,974

    短期貸付金 -

    基金 3,360,599

      財政調整基金 3,360,599

      減債基金 -

    棚卸資産 11,283

    その他 9,966

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 17,117,521

資産合計 18,914,989 負債及び純資産合計 18,914,989

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：下條村

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 100

    その他 563

純行政コスト 3,014,927

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 663

  臨時損失 409

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 409

    使用料及び手数料 199,363

    その他 553,497

純経常行政コスト 3,015,182

      社会保障給付 528,807

      その他 9,480

  経常収益 752,860

        その他 32,396

    移転費用 1,516,172

      補助金等 977,885

      その他の業務費用 40,492

        支払利息 8,096

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 125,394

        減価償却費 581,659

        その他 678

        その他 163,285

      物件費等 1,606,537

        物件費 898,805

        職員給与費 409,502

        賞与等引当金繰入額 28,823

        退職手当引当金繰入額 3,231

  経常費用 3,768,042

    業務費用 2,251,870

      人件費 604,841

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：千円）

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 17,038,303 18,412,991 -1,525,194 150,506

  純行政コスト（△） -3,014,927 -3,014,927 -

  財源 3,056,681 3,056,681 -

    税収等 2,158,977 2,158,977 -

    国県等補助金 897,705 897,705 -

  本年度差額 41,754 41,754 -

  固定資産等の変動（内部変動） -159,409 159,409

    有形固定資産等の増加 364,288 -364,288

    有形固定資産等の減少 -614,960 614,960

    貸付金・基金等の増加 123,004 -123,004

    貸付金・基金等の減少 -31,742 31,742

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 30,638 30,638

  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 6,856 7,217 -360 -

  その他 -30 20 -50

  本年度純資産変動額 79,218 -121,535 200,753 -

本年度末純資産残高 17,117,521 18,291,456 -1,324,441 150,506

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 22,198

本年度歳計外現金増減額 689

本年度末歳計外現金残高 22,887

本年度末現金預金残高 474,310

財務活動収支 -78,082

本年度資金収支額 -13,464

前年度末資金残高 465,388

比例連結割合変更に伴う差額 -501

本年度末資金残高 451,423

    地方債等償還支出 252,123

    その他の支出 193

  財務活動収入 174,234

    地方債等発行収入 174,234

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -424,146

【財務活動収支】

  財務活動支出 252,316

    その他の支出 -

  投資活動収入 28,339

    国県等補助金収入 628

    基金取崩収入 27,712

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 452,486

    公共施設等整備費支出 335,583

    基金積立金支出 117,583

    投資及び出資金支出 -1,052

    貸付金支出 372

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 21,260

業務活動収支 488,764

【投資活動収支】

    税収等収入 2,158,476

    国県等補助金収入 758,911

    使用料及び手数料収入 199,000

    その他の収入 546,472

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,516,354

      補助金等支出 977,885

      社会保障給付支出 528,807

      その他の支出 9,663

  業務収入 3,662,859

    業務費用支出 1,679,000

      人件費支出 605,752

      物件費等支出 1,026,598

      支払利息支出 8,097

      その他の支出 38,554

連結資金収支計算書
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 3,195,355


