
【様式第1号】

自治体名：下條村

会計：全体会計 （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 14,104,912   固定負債 1,308,311

    有形固定資産 9,717,192     地方債等 859,243

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 12,923     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 142,480

        建物 8,005,345     １年内償還予定地方債等 96,025

        建物減価償却累計額 -4,724,715     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 532,725     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -410,213     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 23,670

        船舶 -     預り金 22,785

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,450,791

        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 17,396,635

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,016,965

        航空機 -   他団体出資等分 -

        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 31,290

      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 1,691,492

      物品減価償却累計額 -1,172,969

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,802

      ソフトウェア 3,802

      その他 0

    投資その他の資産 4,383,918

      投資及び出資金 75,058

        有価証券 -

        出資金 75,058

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 4,308,860

        減債基金 924,456

        その他 3,384,404

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 3,725,549

    現金預金 316,154

    未収金 117,672

    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 -

  繰延資産 - 純資産合計 16,379,669

資産合計 17,830,461 負債及び純資産合計 17,830,461

全体会計　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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 2,676,637

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  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 173,420

    その他 77,373

純経常行政コスト 2,676,229

      社会保障給付 129,050

      その他 7,607

  経常収益 250,793

        その他 25,053

    移転費用 1,297,372

      補助金等 1,160,715

      その他の業務費用 32,633

        支払利息 7,580

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 124,921

        減価償却費 551,602

        その他 360

        その他 36,854

      物件費等 1,243,815

        物件費 566,933

        職員給与費 292,677

        賞与等引当金繰入額 23,670

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,927,021

    業務費用 1,629,649

      人件費 353,201

全体会計　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：全体会計 （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 16,336,164 17,552,830 -1,216,666 -

  純行政コスト（△） -2,676,637 -2,676,637 -

  財源 2,720,027 2,720,027 -

    税収等 1,999,098 1,999,098 -

    国県等補助金 720,929 720,929 -

  本年度差額 43,390 43,390 -

  固定資産等の変動（内部変動） -156,311 156,311

    有形固定資産等の増加 334,871 -334,871

    有形固定資産等の減少 -573,579 573,579

    貸付金・基金等の増加 106,446 -106,446

    貸付金・基金等の減少 -24,050 24,050

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 116 116

  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 - - -

  本年度純資産変動額 43,506 -156,195 199,701 -

本年度末純資産残高 16,379,669 17,396,635 -1,016,965 -

全体会計　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：全体会計 （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 316,154

財務活動収支 -85,190

本年度資金収支額 -6,875

前年度末資金残高 300,244

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 293,369

    地方債等償還支出 245,690

    その他の支出 -

  財務活動収入 160,500

    地方債等発行収入 160,500

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -395,700

【財務活動収支】

  財務活動支出 245,690

    その他の支出 -

  投資活動収入 20,050

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 20,050

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 415,750

    公共施設等整備費支出 313,304

    基金積立金支出 102,446

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 474,014

【投資活動収支】

    税収等収入 1,998,597

    国県等補助金収入 582,763

    使用料及び手数料収入 172,844

    その他の収入 70,469

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,297,372

      補助金等支出 1,160,715

      社会保障給付支出 129,050

      その他の支出 7,607

  業務収入 2,824,673

    業務費用支出 1,074,537

      人件費支出 349,692

      物件費等支出 692,213

      支払利息支出 7,580

      その他の支出 25,053

全体会計　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 2,371,909


