
【様式第1号】

自治体名：椎葉村

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 31,738,633   固定負債 7,142,360

    有形固定資産 28,422,176     地方債等 5,876,286

      事業用資産 8,612,103     長期未払金 -

        土地 657,391     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 11,824,419     その他 163,981

        建物減価償却累計額 -6,518,459   流動負債 888,023

        工作物 3,059,451     １年内償還予定地方債等 779,394

        工作物減価償却累計額 -1,738,789     未払金 11,832

        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 78,676

        航空機 -     預り金 18,121

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,030,383

        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 33,668,379

      インフラ資産 19,440,838   余剰分（不足分） -7,119,128

        土地 10,939   他団体出資等分 -

        建物 64,374

        建物減価償却累計額 -38,759

        工作物 36,568,026

        工作物減価償却累計額 -17,495,555

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 331,814

      物品 1,171,217

      物品減価償却累計額 -801,982

    無形固定資産 23,035

      ソフトウェア 23,035

      その他 -

    投資その他の資産 3,293,422

      投資及び出資金 117,014

        有価証券 9,936

        出資金 107,078

        その他 -

      長期延滞債権 7,822

      長期貸付金 329,970

      基金 2,833,770

        減債基金 618,900

        その他 2,214,870

      その他 4,984

      徴収不能引当金 -137

  流動資産 2,841,001

    現金預金 852,011

    未収金 54,960

    短期貸付金 28,437

    基金 1,901,309

      財政調整基金 1,901,309

      減債基金 -

    棚卸資産 1,307

    その他 3,253

    徴収不能引当金 -277

  繰延資産 - 純資産合計 26,549,251

資産合計 34,579,634 負債及び純資産合計 34,579,634

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：椎葉村

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 27,942

    その他 2,850

純行政コスト 5,936,890

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,850

  臨時利益 30,792

  臨時損失 813,769

    災害復旧事業費 806,840

    資産除売却損 4,079

    使用料及び手数料 485,259

    その他 186,144

純経常行政コスト 5,153,913

      社会保障給付 208,397

      その他 14,920

  経常収益 671,402

        その他 32,170

    移転費用 1,983,775

      補助金等 1,760,459

      その他の業務費用 69,814

        支払利息 37,479

        徴収不能引当金繰入額 166

        維持補修費 93,361

        減価償却費 1,135,211

        その他 -

        その他 238,223

      物件費等 2,537,560

        物件費 1,308,988

        職員給与費 917,267

        賞与等引当金繰入額 78,676

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,825,316

    業務費用 3,841,541

      人件費 1,234,166

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：椎葉村

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 25,816,505 33,035,071 -7,218,566 -

  純行政コスト（△） -5,936,890 -5,936,890 -

  財源 6,681,847 6,681,847 -

    税収等 4,014,732 4,014,732 -

    国県等補助金 2,667,115 2,667,115 -

  本年度差額 744,956 744,956 -

  固定資産等の変動（内部変動） 645,519 -645,519

    有形固定資産等の増加 1,461,712 -1,461,712

    有形固定資産等の減少 -1,139,335 1,139,335

    貸付金・基金等の増加 453,129 -453,129

    貸付金・基金等の減少 -129,988 129,988

  資産評価差額 -168 -168

  無償所管換等 -9,056 -9,056

  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 -2,987 -2,987 -

  本年度純資産変動額 732,746 633,308 99,437 -

本年度末純資産残高 26,549,251 33,668,379 -7,119,128 -

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：椎葉村

会計：全体会計 （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 852,011

財務活動収支 -44,773

本年度資金収支額 63,053

前年度末資金残高 771,878

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 834,931

    地方債等償還支出 785,844

    その他の支出 -

  財務活動収入 741,071

    地方債等発行収入 741,071

    その他の収入 -

    資産売却収入 31,795

    その他の収入 20,280

投資活動収支 -1,151,061

【財務活動収支】

  財務活動支出 785,844

    その他の支出 -

  投資活動収入 754,466

    国県等補助金収入 587,803

    基金取崩収入 83,139

    貸付金元金回収収入 31,448

  投資活動支出 1,905,527

    公共施設等整備費支出 1,461,712

    基金積立金支出 417,324

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 26,490

    災害復旧事業費支出 806,840

    その他の支出 2,850

  臨時収入 665,036

業務活動収支 1,258,887

【投資活動収支】

    税収等収入 4,007,450

    国県等補助金収入 1,415,230

    使用料及び手数料収入 485,382

    その他の収入 185,071

  臨時支出 809,690

    移転費用支出 1,983,775

      補助金等支出 1,760,459

      社会保障給付支出 208,397

      その他の支出 14,920

  業務収入 6,093,133

    業務費用支出 2,705,817

      人件費支出 1,232,520

      物件費等支出 1,403,948

      支払利息支出 37,479

      その他の支出 31,870

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 4,689,592


