
【様式第1号】

自治体名：球磨村

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 14,091,009,329   固定負債 4,573,229,205

    有形固定資産 12,794,574,722     地方債等 4,034,504,205

      事業用資産 5,595,915,320     長期未払金 -

        土地 807,535,359     退職手当引当金 538,725,000

        立木竹 473,585,960     損失補償等引当金 -

        建物 6,787,203,287     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,626,343,355   流動負債 472,363,209

        工作物 1,046,171,550     １年内償還予定地方債等 411,208,744

        工作物減価償却累計額 -417,614,481     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 45,647,950

        航空機 -     預り金 15,506,515

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,045,592,414

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 525,377,000   固定資産等形成分 15,634,486,523

      インフラ資産 7,142,731,291   余剰分（不足分） -4,188,010,756

        土地 623,572,794   他団体出資等分 -

        建物 1,703,000

        建物減価償却累計額 -456,404

        工作物 14,005,615,503

        工作物減価償却累計額 -7,921,374,664

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 433,671,062

      物品 210,709,949

      物品減価償却累計額 -154,781,838

    無形固定資産 4,678,800

      ソフトウェア 4,678,800

      その他 -

    投資その他の資産 1,291,755,807

      投資及び出資金 66,619,940

        有価証券 -

        出資金 66,619,940

        その他 -

      投資損失引当金 -35,536,188

      長期延滞債権 31,646,146

      長期貸付金 18,212,487

      基金 1,211,882,121

        減債基金 -

        その他 1,211,882,121

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,068,699

  流動資産 2,401,058,852

    現金預金 843,350,057

    未収金 14,728,398

    短期貸付金 1,650,008

    基金 1,541,827,186

      財政調整基金 1,186,079,566

      減債基金 355,747,620

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -496,797

  繰延資産 - 純資産合計 11,446,475,767

資産合計 16,492,068,181 負債及び純資産合計 16,492,068,181

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：球磨村

会計：全体会計 （単位：円）

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

科目名 金額

  経常費用 6,042,618,819

    業務費用 3,304,287,251

      人件費 792,867,000

        職員給与費 631,121,023

        賞与等引当金繰入額 45,647,950

        退職手当引当金繰入額 502,372

        その他 115,595,655

      物件費等 2,463,292,435

        物件費 1,547,232,159

        維持補修費 407,228,392

        減価償却費 508,831,884

        その他 -

      その他の業務費用 48,127,816

        支払利息 17,672,558

        徴収不能引当金繰入額 1,565,496

        その他 28,889,762

    移転費用 2,738,331,568

      補助金等 2,383,935,004

      社会保障給付 351,485,944

      その他 2,910,620

  経常収益 113,226,464

    使用料及び手数料 37,809,549

    その他 75,416,915

純経常行政コスト 5,929,392,355

  臨時損失 1,246,128,112

    災害復旧事業費 871,870,297

    資産除売却損 345,576,206

純行政コスト 7,143,470,404

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 17,767,285

  臨時利益 32,050,063

    投資損失引当金繰入額 10,914,324

    資産売却益 32,050,063

    その他 -



【様式第3号】

自治体名：球磨村

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 合計 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 10,589,521,281 14,611,551,403 -4,022,030,122 -

  純行政コスト（△） -7,143,470,404 -7,143,470,404 -

  財源 7,997,939,668 7,997,939,668 -

    税収等 4,976,842,851 4,976,842,851 -

    国県等補助金 3,021,096,817 3,021,096,817 -

  本年度差額 854,469,264 854,469,264 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,020,449,898 -1,020,449,898

    有形固定資産等の増加 610,478,428 -610,478,428

    有形固定資産等の減少 -645,398,887 645,398,887

    貸付金・基金等の増加 1,229,491,576 -1,229,491,576

    貸付金・基金等の減少 -174,121,219 174,121,219

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,681,883 2,681,883

  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 -196,661 -196,661 -

  本年度純資産変動額 856,954,486 1,022,935,120 -165,980,634 -

本年度末純資産残高 11,446,475,767 15,634,486,523 -4,188,010,756 -

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



【様式第4号】

自治体名：球磨村

会計：全体会計 （単位：円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,520,128,090

    業務費用支出 2,781,796,522

      人件費支出 780,773,651

      物件費等支出 1,954,460,551

      支払利息支出 17,672,558

      その他の支出 28,889,762

    移転費用支出 2,738,331,568

      補助金等支出 2,383,935,004

      社会保障給付支出 351,485,944

      その他の支出 2,910,620

  業務収入 7,460,036,313

    税収等収入 4,968,103,229

    国県等補助金収入 2,395,558,086

    使用料及び手数料収入 38,480,722

    その他の収入 57,894,276

  臨時支出 1,098,646,785

    災害復旧事業費支出 871,870,297

    その他の支出 226,776,488

  臨時収入 404,874,000

業務活動収支 1,246,135,438

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,826,068,044

    公共施設等整備費支出 610,478,428

    基金積立金支出 1,182,389,616

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 33,200,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 405,055,299

    国県等補助金収入 220,664,731

    基金取崩収入 131,003,000

    貸付金元金回収収入 21,337,505

    資産売却収入 32,050,063

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,421,012,745

【財務活動収支】

  財務活動支出 378,530,515

    地方債等償還支出 378,530,515

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,058,210,000

    地方債等発行収入 1,058,210,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 13,194,760

本年度歳計外現金増減額 2,311,755

本年度末歳計外現金残高 15,506,515

本年度末現金預金残高 843,350,057

財務活動収支 679,679,485

本年度資金収支額 504,802,178

前年度末資金残高 323,041,364

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 827,843,542


