
【様式第1号】

自治体名：軽米町

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 44,273,245   固定負債 8,009,579

    有形固定資産 42,443,388     地方債 7,234,489

      事業用資産 13,084,579     長期未払金 -

        土地 5,344,079     退職手当引当金 775,090

        立木竹 233,653     損失補償等引当金 -

        建物 16,441,521     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,585,010   流動負債 861,795

        工作物 3,325,199     １年内償還予定地方債 789,791

        工作物減価償却累計額 -2,069,837     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 63,786

        航空機 -     預り金 8,219

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,871,374

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 394,975   固定資産等形成分 45,754,002

      インフラ資産 29,223,439   余剰分（不足分） -8,629,611

        土地 182,715

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 65,883,863

        工作物減価償却累計額 -36,965,533

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 122,394

      物品 1,250,113

      物品減価償却累計額 -1,114,744

    無形固定資産 0

      ソフトウェア -

      その他 0

    投資その他の資産 1,829,857

      投資及び出資金 868,972

        有価証券 54,706

        出資金 54,791

        その他 759,475

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 78,219

      長期貸付金 2,044

      基金 883,577

        減債基金 -

        その他 883,577

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,954

  流動資産 1,722,520

    現金預金 226,684

    未収金 15,613

    短期貸付金 -

    基金 1,480,757

      財政調整基金 1,434,756

      減債基金 46,001

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -534 純資産合計 37,124,391

資産合計 45,995,765 負債及び純資産合計 45,995,765

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：軽米町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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

  経常費用 6,380,174

    業務費用 4,268,032

      人件費 986,738

        職員給与費 802,170

        賞与等引当金繰入額 63,786

        退職手当引当金繰入額 -41,233

        その他 162,015

      物件費等 3,217,536

        物件費 1,240,458

        維持補修費 146,459

        減価償却費 1,830,619

        その他 -

      その他の業務費用 63,758

        支払利息 33,573

        徴収不能引当金繰入額 3,488

        その他 26,697

    移転費用 2,112,141

      補助金等 1,320,042

      社会保障給付 555,301

      他会計への繰出金 228,824

      その他 7,974

  経常収益 221,587

    使用料及び手数料 47,132

    その他 174,455

純経常行政コスト 6,158,586

  臨時損失 7,859

    災害復旧事業費 6,364

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 6,157,920

    その他 1,495

  臨時利益 8,525

    資産売却益 8,525



【様式第3号】

自治体名：軽米町

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 38,485,870 46,789,624 -8,303,754

  純行政コスト（△） -6,157,920 -6,157,920

  財源 4,768,998 4,768,998

    税収等 3,988,682 3,988,682

    国県等補助金 780,316 780,316

  本年度差額 -1,388,923 -1,388,923

  固定資産等の変動（内部変動） -1,064,162 1,063,065

    有形固定資産等の増加 796,802 -796,802

    有形固定資産等の減少 -1,830,619 1,830,619

    貸付金・基金等の増加 251,778 -251,778

    貸付金・基金等の減少 -282,124 281,026

  資産評価差額 -1,260 -1,260

  無償所管換等 29,800 29,800

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,361,480 -1,035,622 -325,858

本年度末純資産残高 37,124,391 45,754,002 -8,629,611

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：軽米町

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 4,584,098

    業務費用支出 2,471,956

      人件費支出 1,029,589

      物件費等支出 1,386,917

      支払利息支出 33,573

      その他の支出 21,877

    移転費用支出 2,112,141

      補助金等支出 1,320,042

      社会保障給付支出 555,301

      他会計への繰出支出 228,824

      その他の支出 7,974

  業務収入 4,850,587

    税収等収入 3,985,169

    国県等補助金収入 643,752

    使用料及び手数料収入 47,214

    その他の収入 174,452

  臨時支出 6,364

    災害復旧事業費支出 6,364

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 260,125

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,002,821

    公共施設等整備費支出 796,802

    基金積立金支出 182,358

    投資及び出資金支出 19,661

    貸付金支出 4,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 371,597

    国県等補助金収入 136,564

    基金取崩収入 222,218

    貸付金元金回収収入 4,290

    資産売却収入 8,525

    その他の収入 -

投資活動収支 -631,224

【財務活動収支】

  財務活動支出 740,540

    地方債償還支出 740,540

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,051,300

    地方債発行収入 1,051,300

前年度末歳計外現金残高 9,199

本年度歳計外現金増減額 -980

本年度末歳計外現金残高 8,219

本年度末現金預金残高 226,684

    その他の収入 -

財務活動収支 310,760

本年度資金収支額 -60,339

前年度末資金残高 278,804

本年度末資金残高 218,465


