
【様式第1号】

自治体名：佐井村

会計：全体会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,082   固定負債 2,512

    有形固定資産 10,646     地方債等 2,109

      事業用資産 3,111     長期未払金 -

        土地 346     退職手当引当金 403

        立木竹 269     損失補償等引当金 -

        建物 9,188     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,782   流動負債 321

        工作物 748     １年内償還予定地方債等 286

        工作物減価償却累計額 -661     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

        航空機 -     預り金 9

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,833

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2   固定資産等形成分 13,132

      インフラ資産 7,437   余剰分（不足分） -2,714

        土地 24   他団体出資等分 -

        建物 2,395

        建物減価償却累計額 -1,259

        工作物 16,905

        工作物減価償却累計額 -10,712

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 85

      物品 435

      物品減価償却累計額 -338

    無形固定資産 40

      ソフトウェア 40

      その他 -

    投資その他の資産 1,396

      投資及び出資金 169

        有価証券 -

        出資金 169

        その他 -

      投資損失引当金 -92

      長期延滞債権 25

      長期貸付金 88

      基金 1,207

        減債基金 -

        その他 1,207

      その他 -

      徴収不能引当金 -2

  流動資産 1,170

    現金預金 96

    未収金 25

    短期貸付金 -

    基金 1,051

      財政調整基金 747

      減債基金 303

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2

  繰延資産 - 純資産合計 10,418

資産合計 13,251 負債及び純資産合計 13,251

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：佐井村

会計：全体会計 （単位：百万円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 2,869

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 67

    その他 66

純経常行政コスト 2,869

      社会保障給付 109

      その他 8

  経常収益 133

        その他 23

    移転費用 1,238

      補助金等 1,120

      その他の業務費用 57

        支払利息 32

        徴収不能引当金繰入額 1

        維持補修費 55

        減価償却費 684

        その他 0

        その他 35

      物件費等 1,317

        物件費 577

        職員給与費 313

        賞与等引当金繰入額 25

        退職手当引当金繰入額 19

  経常費用 3,002

    業務費用 1,764

      人件費 391

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：佐井村

会計：全体会計 （単位：百万円）

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 10,698 13,615 -2,917 -

  純行政コスト（△） -2,869 -2,869 -

  財源 2,588 2,588 -

    税収等 1,855 1,855 -

    国県等補助金 733 733 -

  本年度差額 -281 -281 -

  固定資産等の変動（内部変動） -484 484

    有形固定資産等の増加 230 -230

    有形固定資産等の減少 -688 688

    貸付金・基金等の増加 226 -226

    貸付金・基金等の減少 -253 253

  資産評価差額 2 2

  無償所管換等 0 0

  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 -279 -483 203 -

本年度末純資産残高 10,418 13,132 -2,714 -

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：佐井村

会計：全体会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 9

本年度歳計外現金増減額 -1

本年度末歳計外現金残高 9

本年度末現金預金残高 96

財務活動収支 -209

本年度資金収支額 20

前年度末資金残高 67

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 87

    地方債等償還支出 326

    その他の支出 -

  財務活動収入 117

    地方債等発行収入 117

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -203

【財務活動収支】

  財務活動支出 326

    その他の支出 -

  投資活動収入 196

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 173

    貸付金元金回収収入 23

  投資活動支出 399

    公共施設等整備費支出 227

    基金積立金支出 152

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 19

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 431

【投資活動収支】

    税収等収入 1,857

    国県等補助金収入 733

    使用料及び手数料収入 67

    その他の収入 66

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,238

      補助金等支出 1,120

      社会保障給付支出 109

      その他の支出 8

  業務収入 2,723

    業務費用支出 1,053

      人件費支出 368

      物件費等支出 639

      支払利息支出 32

      その他の支出 15

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 2,291


