
【様式第1号】

自治体名：椎葉村

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 31,958,210   固定負債 7,157,234

    有形固定資産 28,580,407     地方債等 5,884,666

      事業用資産 8,765,674     長期未払金 -

        土地 667,930     退職手当引当金 1,108,542

        立木竹 1,299,753     損失補償等引当金 -

        建物 12,134,333     その他 164,026

        建物減価償却累計額 -6,712,390   流動負債 895,074

        工作物 3,234,685     １年内償還予定地方債等 783,403

        工作物減価償却累計額 -1,886,972     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 81,703

        航空機 -     預り金 18,136

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,052,309

        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 33,904,042

      インフラ資産 19,440,932   余剰分（不足分） -7,111,023

        土地 10,988   他団体出資等分 -

        建物 64,431

        建物減価償却累計額 -38,770

        工作物 36,568,724

        工作物減価償却累計額 -17,496,254

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 331,814

      物品 1,176,689

      物品減価償却累計額 -802,888

    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 3,354,767

      投資及び出資金 102,774

        有価証券 9,936

        出資金 92,838

        その他 -

      長期延滞債権 7,827

      長期貸付金 329,970

      基金 2,909,351

        減債基金 618,900

        その他 2,290,451

      その他 4,984

      徴収不能引当金 -138

  流動資産 2,887,118

    現金預金 882,009

    未収金 54,996

    短期貸付金 28,437

    基金 1,917,396

      財政調整基金 1,917,396

      減債基金 -

    棚卸資産 1,307

    その他 3,253

    徴収不能引当金 -280

  繰延資産 - 純資産合計 26,793,019

資産合計 34,845,327 負債及び純資産合計 34,845,327

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 27,942

    その他 2,850

純行政コスト 6,303,488

    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 487,272

    その他 194,231

純経常行政コスト 5,520,511

      社会保障給付 208,407

      その他 16,128

  経常収益 681,503

        その他 40,502

    移転費用 2,286,001

      補助金等 2,061,466

      その他の業務費用 78,200

        支払利息 37,528

        徴収不能引当金繰入額 170

        維持補修費 96,927

        減価償却費 1,150,728

        その他 6

        その他 238,850

      物件費等 2,590,128

        物件費 1,342,466

        職員給与費 929,089

        賞与等引当金繰入額 79,745

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,202,013

    業務費用 3,916,012

      人件費 1,247,684

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：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 26,048,387 33,275,658 -7,227,271 -

  純行政コスト（△） -6,303,488 -6,303,488 -

  財源 7,060,184 7,060,184 -

    税収等 4,191,503 4,191,503 -

    国県等補助金 2,868,681 2,868,681 -

  本年度差額 756,696 756,696 -

  固定資産等の変動（内部変動） 638,758 -638,758

    有形固定資産等の増加 1,466,746 -1,466,746

    有形固定資産等の減少 -1,154,852 1,154,852

    貸付金・基金等の増加 459,017 -459,017

    貸付金・基金等の減少 -132,154 132,154

  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 -2,208 -610 -1,598 -

  その他 -633 -540 -94

  本年度純資産変動額 744,631 628,384 116,247 -

本年度末純資産残高 26,793,019 33,904,042 -7,111,023 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 18,929

本年度歳計外現金増減額 -1,789

本年度末歳計外現金残高 17,140

本年度末現金預金残高 882,009

財務活動収支 -49,620

本年度資金収支額 77,223

前年度末資金残高 788,596

比例連結割合変更に伴う差額 -951

本年度末資金残高 864,869

    地方債等償還支出 790,691

    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 20,374

投資活動収支 -1,159,773

【財務活動収支】

  財務活動支出 790,691

    その他の支出 -

  投資活動収入 756,670

    国県等補助金収入 587,803

    基金取崩収入 85,250

    貸付金元金回収収入 31,448

  投資活動支出 1,916,443

    公共施設等整備費支出 1,466,746

    基金積立金支出 423,207

    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 665,042

業務活動収支 1,286,615

【投資活動収支】

    税収等収入 4,184,127

    国県等補助金収入 1,616,790

    使用料及び手数料収入 487,495

    その他の収入 193,024

  臨時支出 809,690

    移転費用支出 2,286,001

      補助金等支出 2,061,466

      社会保障給付支出 208,407

      その他の支出 16,128

  業務収入 6,481,436

    業務費用支出 2,764,171

      人件費支出 1,245,492

      物件費等支出 1,441,034

      支払利息支出 37,528

      その他の支出 40,117

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 5,050,173


