
【様式第1号】

自治体名：椎葉村

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 30,321,441   固定負債 6,475,252

    有形固定資産 26,223,094     地方債 5,373,159

      事業用資産 7,696,486     長期未払金 -

        土地 655,941     退職手当引当金 1,102,093

        立木竹 1,299,753     損失補償等引当金 -

        建物 11,037,665     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,170,958   流動負債 792,782

        工作物 2,101,101     １年内償還予定地方債 722,492

        工作物減価償却累計額 -1,255,351     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 53,210

        航空機 -     預り金 17,080

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,268,034

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 28,336   固定資産等形成分 32,272,501

      インフラ資産 18,256,593   余剰分（不足分） -6,915,820

        土地 7,648

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 34,761,346

        工作物減価償却累計額 -16,833,615

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 321,214

      物品 912,125

      物品減価償却累計額 -642,111

    無形固定資産 18,923

      ソフトウェア 18,923

      その他 -

    投資その他の資産 4,079,425

      投資及び出資金 1,003,330

        有価証券 9,936

        出資金 993,395

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 5,094

      長期貸付金 726,379

      基金 2,339,728

        減債基金 618,900

        その他 1,720,828

      その他 4,984

      徴収不能引当金 -90

  流動資産 2,303,274

    現金預金 348,807

    未収金 175

    短期貸付金 49,751

    基金 1,901,309

      財政調整基金 1,901,309

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 3,253

    徴収不能引当金 -21 純資産合計 25,356,682

資産合計 32,624,716 負債及び純資産合計 32,624,716

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：椎葉村

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 5,247,388

    その他 -

  臨時利益 27,942

    資産売却益 27,942

    資産除売却損 3,028

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 4,465,462

  臨時損失 809,868

    災害復旧事業費 806,840

  経常収益 254,528

    使用料及び手数料 71,209

    その他 183,319

      社会保障給付 208,397

      他会計への繰出金 242,497

      その他 3,299

        その他 14,726

    移転費用 1,579,472

      補助金等 1,125,279

      その他の業務費用 39,461

        支払利息 24,625

        徴収不能引当金繰入額 111

        維持補修費 87,080

        減価償却費 1,022,053

        その他 -

        その他 172,456

      物件費等 2,230,142

        物件費 1,121,009

        職員給与費 645,248

        賞与等引当金繰入額 53,210

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,719,990

    業務費用 3,140,518

      人件費 870,914

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：椎葉村

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 24,627,379 31,590,223 -6,962,844

  純行政コスト（△） -5,247,388 -5,247,388

  財源 5,988,901 5,988,901

    税収等 3,765,406 3,765,406

    国県等補助金 2,223,495 2,223,495

  本年度差額 741,514 741,514

  固定資産等の変動（内部変動） 694,489 -694,489

    有形固定資産等の増加 1,421,948 -1,421,948

    有形固定資産等の減少 -1,025,125 1,025,125

    貸付金・基金等の増加 438,819 -438,819

    貸付金・基金等の減少 -141,152 141,152

  資産評価差額 -168 -168

  無償所管換等 -9,056 -9,056

  その他 -2,987 -2,987 -

  本年度純資産変動額 729,303 682,279 47,024

本年度末純資産残高 25,356,682 32,272,501 -6,915,820

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：椎葉村

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 18,842

本年度歳計外現金増減額 -1,761

本年度末歳計外現金残高 17,080

本年度末現金預金残高 348,807

    その他の収入 -

財務活動収支 10,374

本年度資金収支額 50,947

前年度末資金残高 280,780

本年度末資金残高 331,727

  財務活動支出 730,697

    地方債償還支出 730,697

    その他の支出 -

  財務活動収入 741,071

    地方債発行収入 741,071

    貸付金元金回収収入 51,747

    資産売却収入 31,795

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,113,299

【財務活動収支】

    貸付金支出 26,490

    その他の支出 -

  投資活動収入 741,873

    国県等補助金収入 579,853

    基金取崩収入 78,477

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,855,172

    公共施設等整備費支出 1,421,948

    基金積立金支出 389,175

    投資及び出資金支出 17,559

  臨時支出 806,840

    災害復旧事業費支出 806,840

    その他の支出 -

  臨時収入 662,186

業務活動収支 1,153,873

  業務収入 4,994,341

    税収等収入 3,766,148

    国県等補助金収入 981,456

    使用料及び手数料収入 71,333

    その他の収入 175,405

    移転費用支出 1,579,472

      補助金等支出 1,125,279

      社会保障給付支出 208,397

      他会計への繰出支出 242,497

      その他の支出 3,299

    業務費用支出 2,116,342

      人件費支出 869,202

      物件費等支出 1,208,089

      支払利息支出 24,625

      その他の支出 14,425

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 3,695,814


