
【様式第1号】

自治体名：球磨村

会計：連結会計 （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 15,019,527,961   固定負債 4,989,602,255

    有形固定資産 13,394,172,197     地方債等 4,095,118,278

      事業用資産 6,168,500,752     長期未払金 19,687,343

        土地 871,996,442     退職手当引当金 562,126,324

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

        建物 7,694,646,308     その他 312,670,310

        建物減価償却累計額 -4,069,299,564   流動負債 529,651,316

        工作物 1,088,179,482     １年内償還予定地方債等 436,428,843

        工作物減価償却累計額 -436,542,473     未払金 24,874,889

        船舶 491,975     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -15,905     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 52,307,406

        航空機 -     預り金 15,686,138

        航空機減価償却累計額 -     その他 354,040

        その他 62,589,943 負債合計 5,519,253,571

        その他減価償却累計額 -42,508,416 【純資産の部】

        建設仮勘定 525,377,000   固定資産等形成分 16,574,024,796

      インフラ資産 7,142,964,168   余剰分（不足分） -4,557,369,910

        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 14,006,466,328

        工作物減価償却累計額 -7,921,992,612

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 433,671,062

      物品 324,853,693

      物品減価償却累計額 -242,146,416

    無形固定資産 4,762,011

      ソフトウェア 4,762,011

      その他 -

    投資その他の資産 1,620,593,753

      投資及び出資金 26,619,940

        有価証券 -

        出資金 26,619,940

        その他 -

      長期延滞債権 31,819,541

      長期貸付金 11,212,487

      基金 1,552,010,484

        減債基金 -

        その他 1,552,010,484

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,068,699

  流動資産 2,516,380,496

    現金預金 945,387,185

    未収金 16,346,115

    短期貸付金 1,650,008

    基金 1,552,846,827

      財政調整基金 1,197,099,207

      減債基金 355,747,620

    棚卸資産 642,822

    その他 4,336

    徴収不能引当金 -496,797

  繰延資産 - 純資産合計 12,016,654,886

資産合計 17,535,908,457 負債及び純資産合計 17,535,908,457

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：連結会計 （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 6,808,872,388

    業務費用 3,568,568,223

      人件費 908,215,928

        職員給与費 735,126,203

        賞与等引当金繰入額 52,323,581

        退職手当引当金繰入額 1,010,306

        その他 119,755,838

      物件費等 2,600,091,877

        物件費 1,604,362,916

        維持補修費 421,211,106

        減価償却費 574,485,269

        その他 32,586

      その他の業務費用 60,260,418

        支払利息 18,110,111

        徴収不能引当金繰入額 1,565,496

        その他 40,584,811

    移転費用 3,240,304,165

      補助金等 2,821,795,795

      社会保障給付 351,485,944

      その他 67,022,426

  経常収益 210,173,518

    使用料及び手数料 46,036,234

    その他 164,137,284

純経常行政コスト 6,598,698,870

  臨時損失 1,341,139,668

    災害復旧事業費 976,056,866

    資産除売却損 347,307,481

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 17,775,321

  臨時利益 36,304,893

    資産売却益 32,189,782

    その他 4,115,111

純行政コスト 7,903,533,645



【様式第3号】

自治体名：球磨村

会計：連結会計 （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 11,094,414,824 15,476,141,133 -4,381,726,309 -

  純行政コスト（△） -7,903,533,645 -7,903,533,645 -

  財源 8,759,351,317 8,759,351,317 -

    税収等 5,362,130,523 5,362,130,523 -

    国県等補助金 3,397,220,794 3,397,220,794 -

  本年度差額 855,817,672 855,817,672 -

  固定資産等の変動（内部変動） 971,997,945 -971,997,945

    有形固定資産等の増加 616,337,304 -616,337,304

    有形固定資産等の減少 -712,966,300 712,966,300

    貸付金・基金等の増加 1,249,966,376 -1,249,966,376

    貸付金・基金等の減少 -181,339,435 181,339,435

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 16,996,172 16,996,172

  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 20,813,157 80,276,485 -59,463,328 -

  その他 28,613,061 28,613,061 -

  本年度純資産変動額 922,240,062 1,097,883,663 -175,643,601 -

本年度末純資産残高 12,016,654,886 16,574,024,796 -4,557,369,910 -

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：連結会計 （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 6,237,352,447

    業務費用支出 3,010,030,111

      人件費支出 897,556,811

      物件費等支出 2,054,130,110

      支払利息支出 18,110,111

      その他の支出 40,233,079

    移転費用支出 3,227,322,336

      補助金等支出 2,821,795,794

      社会保障給付支出 351,485,944

      その他の支出 54,040,598

  業務収入 8,320,255,787

    税収等収入 5,353,390,902

    国県等補助金収入 2,771,142,314

    使用料及び手数料収入 46,707,407

    その他の収入 149,015,164

  臨時支出 1,202,833,355

    災害復旧事業費支出 976,056,867

    その他の支出 226,776,488

  臨時収入 408,822,104

業務活動収支 1,288,892,089

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,852,378,938

    公共施設等整備費支出 616,337,304

    基金積立金支出 1,202,841,634

    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 424,050,059

    国県等補助金収入 221,204,479

    基金取崩収入 150,119,533

    貸付金元金回収収入 20,337,505

    資産売却収入 32,372,535

    その他の収入 16,007

投資活動収支 -1,428,328,879

【財務活動収支】

  財務活動支出 403,123,062

    地方債等償還支出 403,039,851

    その他の支出 83,211

  財務活動収入 1,070,894,063

    地方債等発行収入 1,070,894,063

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 13,286,352

本年度歳計外現金増減額 2,234,899

本年度末歳計外現金残高 15,521,251

本年度末現金預金残高 945,387,185

財務活動収支 667,771,001

本年度資金収支額 528,334,211

前年度末資金残高 399,685,548

比例連結割合変更に伴う差額 1,846,175

本年度末資金残高 929,865,934


