
【様式第1号】

自治体名：粟国村

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 10,917,892   固定負債 2,298,617

    有形固定資産 10,376,081     地方債等 2,234,254

      事業用資産 6,305,197     長期未払金 -

        土地 32,941     退職手当引当金 64,363

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,275,044     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,131,642   流動負債 225,942

        工作物 749,767     １年内償還予定地方債等 130,415

        工作物減価償却累計額 -295,490     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 26,109

        航空機 -     預り金 69,417

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,524,559

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,674,576   固定資産等形成分 10,999,794

      インフラ資産 4,049,002   余剰分（不足分） -2,226,000

        土地 6,276   他団体出資等分 -

        建物 981,682

        建物減価償却累計額 -446,025

        工作物 6,703,100

        工作物減価償却累計額 -3,433,500

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 237,468

      物品 123,900

      物品減価償却累計額 -102,018

    無形固定資産 9,653

      ソフトウェア 9,653

      その他 -

    投資その他の資産 532,158

      投資及び出資金 33,357

        有価証券 7,232

        出資金 26,125

        その他 -

      長期延滞債権 13,334

      長期貸付金 -

      基金 486,830

        減債基金 14,408

        その他 472,422

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,364

  流動資産 380,461

    現金預金 295,605

    未収金 3,297

    短期貸付金 -

    基金 81,902

      財政調整基金 81,902

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -343

  繰延資産 - 純資産合計 8,773,794

資産合計 11,298,353 負債及び純資産合計 11,298,353

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：粟国村

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 1,425,715

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 10,187

  臨時利益 -

  臨時損失 10,187

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 216,330

    その他 133,911

純経常行政コスト 1,415,528

      社会保障給付 39,721

      その他 1,075

  経常収益 350,241

        その他 5,894

    移転費用 290,193

      補助金等 249,398

      その他の業務費用 17,149

        支払利息 9,549

        徴収不能引当金繰入額 1,707

        維持補修費 68,137

        減価償却費 398,314

        その他 -

        その他 24,758

      物件費等 1,011,177

        物件費 544,725

        職員給与費 396,382

        賞与等引当金繰入額 26,109

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 1,765,769

    業務費用 1,475,575

      人件費 447,250

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



【様式第3号】

自治体名：粟国村

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 8,268,014 10,046,358 -1,778,344 -

  純行政コスト（△） -1,425,715 -1,425,715 -

  財源 2,142,423 2,142,423 -

    税収等 895,810 895,810 -

    国県等補助金 1,246,613 1,246,613 -

  本年度差額 716,708 716,708 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,163,942 -1,163,942

    有形固定資産等の増加 1,514,423 -1,514,423

    有形固定資産等の減少 -398,314 398,314

    貸付金・基金等の増加 245,739 -245,739

    貸付金・基金等の減少 -197,904 197,904

  資産評価差額 540 540

  無償所管換等 - -

  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 -211,468 -211,046 -421

  本年度純資産変動額 505,781 953,436 -447,656 -

本年度末純資産残高 8,773,794 10,999,794 -2,226,000 -

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：粟国村

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 1,280

本年度歳計外現金増減額 68,137

本年度末歳計外現金残高 69,417

本年度末現金預金残高 295,605

財務活動収支 467,285

本年度資金収支額 -48,199

前年度末資金残高 274,386

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 226,188

    地方債等償還支出 119,473

    その他の支出 -

  財務活動収入 586,758

    地方債等発行収入 586,758

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -636,584

【財務活動収支】

  財務活動支出 119,473

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,074,324

    国県等補助金収入 921,257

    基金取崩収入 153,067

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,710,908

    公共施設等整備費支出 1,514,423

    基金積立金支出 196,485

    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 10,187

  臨時収入 -

業務活動収支 121,100

【投資活動収支】

    税収等収入 895,561

    国県等補助金収入 325,356

    使用料及び手数料収入 216,570

    その他の収入 58,605

  臨時支出 10,187

    移転費用支出 290,193

      補助金等支出 249,398

      社会保障給付支出 39,721

      その他の支出 1,075

  業務収入 1,496,092

    業務費用支出 1,074,612

      人件費支出 446,384

      物件費等支出 612,862

      支払利息支出 9,549

      その他の支出 5,817

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 1,364,806


