
【様式第1号】

自治体名：球磨村

会計：一般会計等 （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 13,285,637,325   固定負債 4,429,424,846

    有形固定資産 12,050,272,880     地方債 3,895,389,556

      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 534,035,290

        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 443,545,028

        工作物 1,046,171,550     １年内償還予定地方債 384,181,369

        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 43,857,144

        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 4,872,969,874

        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 14,758,590,731

      インフラ資産 6,401,294,364   余剰分（不足分） -4,163,321,622

        土地 623,572,794

        建物 1,703,000

        建物減価償却累計額 -456,404

        工作物 12,101,761,645

        工作物減価償却累計額 -6,747,164,533

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 421,877,862

      物品 207,663,729

      物品減価償却累計額 -154,600,533

    無形固定資産 2,052,000

      ソフトウェア 2,052,000

      その他 -

    投資その他の資産 1,233,312,445

      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 15,704,839

      長期貸付金 18,212,487

      基金 1,168,634,139

        減債基金 -

        その他 1,168,634,139

      その他 -

      徴収不能引当金 -322,772

  流動資産 2,182,601,658

    現金預金 698,536,381

    未収金 11,451,988

    短期貸付金 1,650,008

    基金 1,471,303,398

      財政調整基金 1,115,555,778

      減債基金 355,747,620

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -340,117 純資産合計 10,595,269,109

資産合計 15,468,238,983 負債及び純資産合計 15,468,238,983

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：一般会計等 （単位：円）

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 5,093,993,724

    業務費用 3,182,106,844

      人件費 755,240,664

        職員給与費 595,787,865

        賞与等引当金繰入額 43,857,144

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 115,595,655

      物件費等 2,402,590,669

        物件費 1,521,840,924

        維持補修費 405,135,363

        減価償却費 475,614,382

        その他 -

      その他の業務費用 24,275,511

        支払利息 13,124,824

        徴収不能引当金繰入額 662,889

        その他 10,487,798

    移転費用 1,911,886,880

      補助金等 1,242,697,716

      社会保障給付 351,485,944

      他会計への繰出金 315,327,000

      その他 2,376,220

  経常収益 88,414,905

    使用料及び手数料 17,743,579

    その他 70,671,326

純経常行政コスト 5,005,578,819

  臨時損失 1,142,733,404

    災害復旧事業費 768,475,589

    資産除売却損 345,576,206

    投資損失引当金繰入額 10,914,324

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 6,116,262,160

    その他 17,767,285

  臨時利益 32,050,063

    資産売却益 32,050,063



【様式第3号】

自治体名：球磨村

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 9,776,992,663 13,701,159,275 -3,924,166,612

  純行政コスト（△） -6,116,262,160 -6,116,262,160

  財源 6,932,053,384 6,932,053,384

    税収等 4,679,239,849 4,679,239,849

    国県等補助金 2,252,813,535 2,252,813,535

  本年度差額 815,791,224 815,791,224

  固定資産等の変動（内部変動） 1,054,946,234 -1,054,946,234

    有形固定資産等の増加 607,632,428 -607,632,428

    有形固定資産等の減少 -612,181,385 612,181,385

    貸付金・基金等の増加 1,223,079,892 -1,223,079,892

    貸付金・基金等の減少 -163,584,701 163,584,701

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,681,883 2,681,883

  その他 -196,661 -196,661 -

  本年度純資産変動額 818,276,446 1,057,431,456 -239,155,010

本年度末純資産残高 10,595,269,109 14,758,590,731 -4,163,321,622

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：一般会計等 （単位：円）

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 4,607,584,535

    業務費用支出 2,695,697,655

      人件費支出 745,108,746

      物件費等支出 1,926,976,287

      支払利息支出 13,124,824

      その他の支出 10,487,798

    移転費用支出 1,911,886,880

      補助金等支出 1,242,697,716

      社会保障給付支出 351,485,944

      他会計への繰出支出 315,327,000

      その他の支出 2,376,220

  業務収入 6,414,209,020

    税収等収入 4,670,492,367

    国県等補助金収入 1,670,812,804

    使用料及び手数料収入 18,372,272

    その他の収入 54,531,577

  臨時支出 995,252,077

    災害復旧事業費支出 768,475,589

    その他の支出 226,776,488

  臨時収入 361,336,000

業務活動収支 1,172,708,408

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,823,210,990

    公共施設等整備費支出 607,632,428

    基金積立金支出 1,182,378,562

    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 398,952,299

    国県等補助金収入 220,664,731

    基金取崩収入 124,900,000

    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 -1,424,258,691

【財務活動収支】

  財務活動支出 351,214,033

    地方債償還支出 351,214,033

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,038,210,000

    地方債発行収入 1,038,210,000

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 698,536,381

    その他の収入 -

財務活動収支 686,995,967

本年度資金収支額 435,445,684

前年度末資金残高 247,584,182

本年度末資金残高 683,029,866


