
【様式第1号】

自治体名：軽米町

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 48,665,222   固定負債 12,804,204

    有形固定資産 47,287,477     地方債等 10,367,795

      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 1,696,545

        建物減価償却累計額 -10,912,153   流動負債 1,127,224

        工作物 3,327,410     １年内償還予定地方債等 1,039,498

        工作物減価償却累計額 -2,120,384     未払金 13,256

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 93

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 61,042

        航空機 -     預り金 11,075

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,260

        その他 - 負債合計 13,931,428

        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 50,059,508

      インフラ資産 33,960,568   余剰分（不足分） -12,396,212

        土地 263,609   他団体出資等分 -

        建物 962,424

        建物減価償却累計額 -312,189

        工作物 73,973,921

        工作物減価償却累計額 -41,812,215

        その他 2,337,396

        その他減価償却累計額 -1,677,708

        建設仮勘定 225,329

      物品 1,277,250

      物品減価償却累計額 -1,119,769

    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 1,363,774

      投資及び出資金 117,509

        有価証券 54,791

        出資金 62,718

        その他 -

      長期延滞債権 126,967

      長期貸付金 281,844

      基金 841,852

        減債基金 -

        その他 841,852

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,398

  流動資産 2,929,502

    現金預金 1,497,643

    未収金 31,354

    短期貸付金 -

    基金 1,394,286

      財政調整基金 1,348,396

      減債基金 45,890

    棚卸資産 7,386

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,167

  繰延資産 - 純資産合計 37,663,296

資産合計 51,594,725 負債及び純資産合計 51,594,725

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：軽米町

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 2,560

    その他 -

純行政コスト 8,454,329

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,560

  臨時損失 18,966

    災害復旧事業費 11,382

    資産除売却損 7,584

    使用料及び手数料 241,049

    その他 168,563

純経常行政コスト 8,437,923

      社会保障給付 566,452

      その他 5,399

  経常収益 409,612

        その他 31,453

    移転費用 3,895,694

      補助金等 3,323,843

      その他の業務費用 100,236

        支払利息 69,179

        徴収不能引当金繰入額 -396

        維持補修費 282,052

        減価償却費 2,081,800

        その他 -

        その他 255,337

      物件費等 3,639,859

        物件費 1,276,007

        職員給与費 931,169

        賞与等引当金繰入額 60,467

        退職手当引当金繰入額 -35,226

  経常費用 8,847,535

    業務費用 4,951,841

      人件費 1,211,747

全体行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：軽米町

会計：全体会計 （単位：千円）

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 38,609,479 51,152,776 -12,543,297 -

  純行政コスト（△） -8,454,329 -8,454,329 -

  財源 7,498,288 7,498,288 -

    税収等 4,727,668 4,727,668 -

    国県等補助金 2,770,620 2,770,620 -

  本年度差額 -956,040 -956,040 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,085,567 1,085,567

    有形固定資産等の増加 873,933 -873,933

    有形固定資産等の減少 -2,090,482 2,090,482

    貸付金・基金等の増加 561,961 -561,961

    貸付金・基金等の減少 -430,978 430,978

  資産評価差額 -3,015 -3,015

  無償所管換等 12,873 12,873

  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 - -17,559 17,559

  本年度純資産変動額 -946,183 -1,093,268 147,085 -

本年度末純資産残高 37,663,296 50,059,508 -12,396,212 -

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

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 1,497,643

財務活動収支 254,586

本年度資金収支額 307,412

前年度末資金残高 1,179,156

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,486,568

    地方債等償還支出 977,814

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,232,400

    地方債等発行収入 1,232,400

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,560

    その他の収入 -

投資活動収支 -825,035

【財務活動収支】

  財務活動支出 977,814

    その他の支出 -

  投資活動収入 479,857

    国県等補助金収入 180,487

    基金取崩収入 292,611

    貸付金元金回収収入 4,200

  投資活動支出 1,304,893

    公共施設等整備費支出 883,060

    基金積立金支出 129,833

    投資及び出資金支出 8,000

    貸付金支出 284,000

    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 877,861

【投資活動収支】

    税収等収入 4,731,921

    国県等補助金収入 2,550,952

    使用料及び手数料収入 243,879

    その他の収入 168,647

  臨時支出 11,382

    移転費用支出 3,895,694

      補助金等支出 3,323,843

      社会保障給付支出 566,452

      その他の支出 5,399

  業務収入 7,695,399

    業務費用支出 2,910,462

      人件費支出 1,253,234

      物件費等支出 1,558,211

      支払利息支出 69,179

      その他の支出 29,838

全体資金収支計算書
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 6,806,156


