
【様式第1号】

自治体名：軽米町

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 49,442,783   固定負債 13,125,241

    有形固定資産 47,835,727     地方債等 10,496,263

      事業用資産 13,667,679     長期未払金 -

        土地 5,374,282     退職手当引当金 932,433

        立木竹 233,653     損失補償等引当金 -

        建物 18,182,166     その他 1,696,545

        建物減価償却累計額 -11,930,869   流動負債 1,174,442

        工作物 3,339,007     １年内償還予定地方債等 1,058,537

        工作物減価償却累計額 -2,131,512     未払金 26,351

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 284

        浮標等 -     前受収益 2,431

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 72,492

        航空機 -     預り金 12,086

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,260

        その他 - 負債合計 14,299,683

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 600,952   固定資産等形成分 50,837,069

      インフラ資産 33,960,568   余剰分（不足分） -12,595,884

        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 1,574,066

      物品減価償却累計額 -1,366,586

    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 1,593,085

      投資及び出資金 68,415

        有価証券 14,791

        出資金 53,624

        その他 -

      長期延滞債権 128,147

      長期貸付金 281,844

      基金 1,119,531

        減債基金 -

        その他 1,119,531

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,852

  流動資産 3,098,085

    現金預金 1,651,057

    未収金 35,849

    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 18,490

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,598

  繰延資産 - 純資産合計 38,241,185

資産合計 52,540,868 負債及び純資産合計 52,540,868

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：軽米町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 2,884

    その他 -

純行政コスト 10,301,572

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,835

  臨時利益 2,884

  臨時損失 23,800

    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 268,268

    その他 222,634

純経常行政コスト 10,280,656

      社会保障給付 1,654,780

      その他 12,802

  経常収益 490,902

        その他 45,169

    移転費用 5,305,920

      補助金等 3,638,339

      その他の業務費用 115,088

        支払利息 69,430

        徴収不能引当金繰入額 489

        維持補修費 282,284

        減価償却費 2,132,123

        その他 47,957

        その他 276,686

      物件費等 3,851,875

        物件費 1,389,511

        職員給与費 1,184,193

        賞与等引当金繰入額 71,917

        退職手当引当金繰入額 -34,120

  経常費用 10,771,559

    業務費用 5,465,638

      人件費 1,498,675

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （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 39,061,565 51,953,473 -12,891,908 -

  純行政コスト（△） -10,301,572 -10,301,572 -

  財源 9,492,928 9,492,928 -

    税収等 5,574,884 5,574,884 -

    国県等補助金 3,918,044 3,918,044 -

  本年度差額 -808,645 -808,645 -

  固定資産等の変動（内部変動） -944,385 944,385

    有形固定資産等の増加 1,084,134 -1,084,134

    有形固定資産等の減少 -2,140,804 2,140,804

    貸付金・基金等の増加 581,388 -581,388

    貸付金・基金等の減少 -469,102 469,102

  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 -1,246 -2 -1,245 -

  その他 -20,346 -181,874 161,529

  本年度純資産変動額 -820,379 -1,116,404 296,024 -

本年度末純資産残高 38,241,185 50,837,069 -12,595,884 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 8,482

本年度歳計外現金増減額 2,857

本年度末歳計外現金残高 11,339

本年度末現金預金残高 1,651,057

財務活動収支 282,977

本年度資金収支額 353,221

前年度末資金残高 1,288,994

比例連結割合変更に伴う差額 -2,497

本年度末資金残高 1,639,718

    地方債等償還支出 997,984

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,280,961

    地方債等発行収入 1,280,961

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,884

    その他の収入 -

投資活動収支 -904,257

【財務活動収支】

  財務活動支出 997,984

    その他の支出 -

  投資活動収入 622,202

    国県等補助金収入 283,051

    基金取崩収入 332,067

    貸付金元金回収収入 4,200

  投資活動支出 1,526,459

    公共施設等整備費支出 1,093,261

    基金積立金支出 149,198

    投資及び出資金支出 -

    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 974,501

【投資活動収支】

    税収等収入 5,578,517

    国県等補助金収入 3,593,450

    使用料及び手数料収入 271,099

    その他の収入 223,038

  臨時支出 11,382

    移転費用支出 5,306,222

      補助金等支出 3,638,339

      社会保障給付支出 1,654,780

      その他の支出 13,103

  業務収入 9,666,104

    業務費用支出 3,373,999

      人件費支出 1,540,393

      物件費等支出 1,721,639

      支払利息支出 69,430

      その他の支出 42,537

連結資金収支計算書
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 8,680,221


