
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 43,477,347   固定負債 8,300,350

    有形固定資産 41,392,685     地方債 7,560,485

      事業用資産 13,169,429     長期未払金 -

        土地 5,344,079     退職手当引当金 739,865

        立木竹 233,653     損失補償等引当金 -

        建物 16,918,955     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,912,153   流動負債 905,534

        工作物 3,327,410     １年内償還予定地方債 836,503

        工作物減価償却累計額 -2,120,384     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 57,956

        航空機 -     預り金 11,075

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 9,205,884

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 377,868   固定資産等形成分 44,832,023

      インフラ資産 28,069,574   余剰分（不足分） -8,640,931

        土地 182,771

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 65,998,556

        工作物減価償却累計額 -38,272,645

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 160,891

      物品 1,253,168

      物品減価償却累計額 -1,099,485

    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 2,084,662

      投資及び出資金 894,543

        有価証券 54,791

        出資金 62,718

        その他 777,034

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 77,090

      長期貸付金 281,844

      基金 833,852

        減債基金 -

        その他 833,852

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,667

  流動資産 1,919,630

    現金預金 547,388

    未収金 18,195

    短期貸付金 -

    基金 1,354,676

      財政調整基金 1,308,786

      減債基金 45,890

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -630 純資産合計 36,191,093

資産合計 45,396,977 負債及び純資産合計 45,396,977

貸借対照表
（令和3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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 7,520,373

    業務費用 4,439,321

      人件費 1,151,388

        職員給与費 886,087

        賞与等引当金繰入額 57,956

        退職手当引当金繰入額 -35,226

        その他 242,570

      物件費等 3,240,276

        物件費 1,158,296

        維持補修費 252,360

        減価償却費 1,829,619

        その他 -

      その他の業務費用 47,657

        支払利息 27,203

        徴収不能引当金繰入額 -191

        その他 20,646

    移転費用 3,081,052

      補助金等 2,299,746

      社会保障給付 566,452

      他会計への繰出金 209,468

      その他 5,386

  経常収益 200,568

    使用料及び手数料 48,058

    その他 152,510

純経常行政コスト 7,319,804

  臨時損失 18,966

    災害復旧事業費 11,382

    資産除売却損 7,584

    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 7,336,210

    その他 -

  臨時利益 2,560

    資産売却益 2,560



【様式第3号】

自治体名：軽米町

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -7,336,210 -7,336,210

  財源 6,405,914 6,405,914

    税収等 4,466,556 4,466,556

    国県等補助金 1,939,358 1,939,358

  本年度差額 -930,296 -930,296

  固定資産等の変動（内部変動） -918,977 918,977

    有形固定資産等の増加 786,487 -786,487

    有形固定資産等の減少 -1,837,203 1,837,203

    貸付金・基金等の増加 503,815 -503,815

    貸付金・基金等の減少 -372,076 372,076

  資産評価差額 -3,015 -3,015

  無償所管換等 13 13

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -933,298 -921,979 -11,319

本年度末純資産残高 36,191,093 44,832,023 -8,640,931

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【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　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,732,000

    業務費用支出 2,650,949

      人件費支出 1,192,443

      物件費等支出 1,410,657

      支払利息支出 27,203

      その他の支出 20,646

    移転費用支出 3,081,052

      補助金等支出 2,299,746

      社会保障給付支出 566,452

      他会計への繰出支出 209,468

      その他の支出 5,386

  業務収入 6,446,361

    税収等収入 4,464,036

    国県等補助金収入 1,780,690

    使用料及び手数料収入 49,042

    その他の収入 152,593

  臨時支出 11,382

    災害復旧事業費支出 11,382

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 702,979

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,215,879

    公共施設等整備費支出 786,487

    基金積立金支出 119,833

    投資及び出資金支出 25,559

    貸付金支出 284,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 458,039

    国県等補助金収入 158,669

    基金取崩収入 292,611

    貸付金元金回収収入 4,200

    資産売却収入 2,560

    その他の収入 -

投資活動収支 -757,840

【財務活動収支】

  財務活動支出 789,791

    地方債償還支出 789,791

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,162,500

    地方債発行収入 1,162,500

前年度末歳計外現金残高 8,219

本年度歳計外現金増減額 2,856

本年度末歳計外現金残高 11,075

本年度末現金預金残高 547,388

    その他の収入 -

財務活動収支 372,709

本年度資金収支額 317,847

前年度末資金残高 218,465

本年度末資金残高 536,313


