
【様式第1号】

自治体名：軽米町

会計：連結会計 （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 50,443,106   固定負債 13,129,262

    有形固定資産 48,900,307     地方債等 10,279,143

      事業用資産 13,407,074     長期未払金 -

        土地 5,375,901     退職手当引当金 1,093,610

        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 1,117,949

        建物 17,772,350     １年内償還予定地方債等 999,065

        建物減価償却累計額 -11,642,522     未払金 25,364

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,337,417     前受金 200

        工作物減価償却累計額 -2,081,503     前受収益 2,334

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 79,449

        船舶 -     預り金 9,419

        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 14,247,211

        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 51,953,473

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,891,908

        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 411,777

      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 1,588,392

      物品減価償却累計額 -1,361,414

      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 1,528,828

      投資及び出資金 68,403

        有価証券 14,706

        出資金 53,697

        その他 -

      長期延滞債権 140,380

      長期貸付金 2,044

      基金 1,323,386

        減債基金 -

        その他 1,323,386

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,386

  流動資産 2,865,670

    現金預金 1,297,475

    未収金 38,418

    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 21,018

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,609

  繰延資産 - 純資産合計 39,061,565

資産合計 53,308,775 負債及び純資産合計 53,308,775

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：連結会計 （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 9,737,567

    業務費用 5,328,695

      人件費 1,355,101

        職員給与費 1,103,227

        賞与等引当金繰入額 78,857

        退職手当引当金繰入額 -39,776

        その他 212,793

      物件費等 3,828,459

        物件費 1,452,632

        維持補修費 175,608

        減価償却費 2,139,063

        その他 61,155

      その他の業務費用 145,135

        支払利息 79,805

        徴収不能引当金繰入額 6,744

        その他 58,586

    移転費用 4,408,872

      補助金等 2,698,854

      社会保障給付 1,696,643

      その他 13,375

  経常収益 497,025

    使用料及び手数料 269,982

    その他 227,043

純経常行政コスト 9,240,542

  臨時損失 12,770

    災害復旧事業費 6,364

    資産除売却損 77

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 6,330

  臨時利益 8,559

    資産売却益 8,559

    その他 -

純行政コスト 9,244,752



【様式第3号】

自治体名：軽米町

会計：連結会計 （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 40,373,941 53,127,198 -12,753,257 -

  純行政コスト（△） -9,244,752 -9,244,752 -

  財源 7,851,115 7,851,115 -

    税収等 5,161,309 5,161,309 -

    国県等補助金 2,689,806 2,689,806 -

  本年度差額 -1,393,637 -1,393,637 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,295,366 1,294,269

    有形固定資産等の増加 953,705 -953,705

    有形固定資産等の減少 -2,139,665 2,139,665

    貸付金・基金等の増加 255,460 -255,460

    貸付金・基金等の減少 -364,867 363,769

  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 4,450 12,550 -8,100 -

  その他 1,511 32,694 -31,183

  本年度純資産変動額 -1,312,376 -1,173,725 -138,652 -

本年度末純資産残高 39,061,565 51,953,473 -12,891,908 -

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：連結会計 （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 7,628,013

    業務費用支出 3,218,813

      人件費支出 1,403,314

      物件費等支出 1,686,055

      支払利息支出 79,805

      その他の支出 49,639

    移転費用支出 4,409,200

      補助金等支出 2,698,854

      社会保障給付支出 1,696,643

      その他の支出 13,703

  業務収入 8,122,438

    税収等収入 5,151,337

    国県等補助金収入 2,469,675

    使用料及び手数料収入 267,687

    その他の収入 233,739

  臨時支出 6,441

    災害復旧事業費支出 6,364

    その他の支出 77

  臨時収入 -

業務活動収支 487,984

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,163,615

    公共施設等整備費支出 966,426

    基金積立金支出 190,550

    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 444,103

    国県等補助金収入 184,071

    基金取崩収入 247,183

    貸付金元金回収収入 4,290

    資産売却収入 8,559

    その他の収入 -

投資活動収支 -719,512

【財務活動収支】

  財務活動支出 945,244

    地方債等償還支出 945,244

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,127,012

    地方債等発行収入 1,127,012

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 9,428

本年度歳計外現金増減額 -947

本年度末歳計外現金残高 8,482

本年度末現金預金残高 1,297,475

財務活動収支 181,768

本年度資金収支額 -49,760

前年度末資金残高 1,334,258

比例連結割合変更に伴う差額 4,496

本年度末資金残高 1,288,994


