
【様式第1号】

自治体名：軽米町

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 49,642,409   固定負債 12,706,493

    有形固定資産 48,491,153     地方債等 10,174,893

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 233,653     その他 1,756,509

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,065,369

        建物 16,441,521     １年内償還予定地方債等 977,814

        建物減価償却累計額 -10,585,010     未払金 9,789

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,325,199     前受金 75

        工作物減価償却累計額 -2,069,837     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 67,353

        船舶 -     預り金 8,219

        船舶減価償却累計額 -     その他 2,118

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,771,861

        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 51,152,776

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,543,297

        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 -

        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 394,975

      インフラ資産 35,266,254

        土地 263,553

        土地減損損失累計額 -

        建物 962,424

        建物減価償却累計額 -294,349

        建物減損損失累計額 -

        工作物 73,716,764

        工作物減価償却累計額 -40,324,930

        工作物減損損失累計額 -

        その他 2,337,063

        その他減価償却累計額 -1,625,371

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 231,100

      物品 1,274,195

      物品減価償却累計額 -1,133,875

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 13,971

      ソフトウェア -

      その他 13,971

    投資その他の資産 1,137,285

      投資及び出資金 109,497

        有価証券 54,706

        出資金 54,791

        その他 -

      長期延滞債権 139,025

      長期貸付金 2,044

      基金 891,577

        減債基金 -

        その他 891,577

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,858

  流動資産 2,738,932

    現金預金 1,187,375

    未収金 34,368

    短期貸付金 -

    基金 1,510,367

      財政調整基金 1,464,366

      減債基金 46,001

    棚卸資産 7,925

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,104

  繰延資産 - 純資産合計 38,609,479

資産合計 52,381,341 負債及び純資産合計 52,381,341

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：軽米町

会計：全体会計 （単位：千円）

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

  経常費用 7,739,835

    業務費用 4,826,813

      人件費 1,056,806

        職員給与費 842,025

        賞与等引当金繰入額 66,761

        退職手当引当金繰入額 -41,233

        その他 189,253

      物件費等 3,651,349

        物件費 1,388,946

        維持補修費 175,488

        減価償却費 2,086,915

        その他 -

      その他の業務費用 118,658

        支払利息 79,482

        徴収不能引当金繰入額 5,711

        その他 33,465

    移転費用 2,913,022

      補助金等 2,349,697

      社会保障給付 555,301

      その他 8,024

  経常収益 444,077

    使用料及び手数料 239,799

    その他 204,278

純経常行政コスト 7,295,758

  臨時損失 7,859

    災害復旧事業費 6,364

    資産除売却損 0

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,495

  臨時利益 8,525

    資産売却益 8,525

    その他 -

純行政コスト 7,295,092



【様式第3号】

自治体名：軽米町

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 39,908,919 52,296,910 -12,387,991 -

  純行政コスト（△） -7,295,092 -7,295,092 -

  財源 5,920,353 5,920,353 -

    税収等 4,257,779 4,257,779 -

    国県等補助金 1,662,574 1,662,574 -

  本年度差額 -1,374,740 -1,374,740 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,203,510 1,202,413

    有形固定資産等の増加 922,817 -922,817

    有形固定資産等の減少 -2,087,516 2,087,516

    貸付金・基金等の増加 251,778 -251,778

    貸付金・基金等の減少 -290,589 289,492

  資産評価差額 -1,260 -1,260

  無償所管換等 77,657 77,657

  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 - -17,021 17,021

  本年度純資産変動額 -1,299,440 -1,144,134 -155,306 -

本年度末純資産残高 38,609,479 51,152,776 -12,543,297 -

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：軽米町

会計：全体会計 （単位：千円）

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 5,676,979

    業務費用支出 2,763,957

      人件費支出 1,100,120

      物件費等支出 1,559,250

      支払利息支出 79,482

      その他の支出 25,106

    移転費用支出 2,913,022

      補助金等支出 2,349,697

      社会保障給付支出 555,301

      その他の支出 8,024

  業務収入 6,142,226

    税収等収入 4,249,501

    国県等補助金収入 1,450,990

    使用料及び手数料収入 237,504

    その他の収入 204,231

  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 458,883

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,124,535

    公共施設等整備費支出 935,537

    基金積立金支出 182,358

    投資及び出資金支出 2,640

    貸付金支出 4,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 410,962

    国県等補助金収入 175,929

    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 -713,573

【財務活動収支】

  財務活動支出 923,031

    地方債等償還支出 923,031

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,123,000

    地方債等発行収入 1,123,000

    その他の収入 -

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 1,187,375

財務活動収支 199,969

本年度資金収支額 -54,721

前年度末資金残高 1,233,877

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,179,156


