
【様式第１号】

連結貸借対照表
（令和 3年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 4,789,218 固定負債 1,913,497 

有形固定資産 3,104,450 地方債等 1,816,403 
事業用資産 1,782,066 長期未払金 7,297 

土地 767,843 退職手当引当金 89,734 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 2,020,013 その他 63 
建物減価償却累計額 △ 1,383,314 流動負債 214,751 
工作物 266,932 １年内償還予定地方債等 197,257 
工作物減価償却累計額 △ 88,581 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 16,730 
航空機 - 預り金 764 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 365 2,128,248 
その他減価償却累計額 △ 336 【純資産の部】
建設仮勘定 199,145 固定資産等形成分 5,272,863 

インフラ資産 1,263,330 余剰分（不足分） △ 2,002,030 
土地 48,753 他団体出資等分 - 
建物 26,603 
建物減価償却累計額 △ 3,175 
工作物 2,578,028 
工作物減価償却累計額 △ 1,700,880 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 314,001 

物品 264,886 
物品減価償却累計額 △ 205,832 

無形固定資産 8,326 
ソフトウェア 7,749 
その他 577 

投資その他の資産 1,676,441 
投資及び出資金 - 

有価証券 - 
出資金 - 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 4,497 
長期貸付金 4,530 
基金 1,658,355 

減債基金 289,665 
その他 1,368,690 

その他 9,059 
徴収不能引当金 - 

流動資産 609,863 
現金預金 122,079 
未収金 3,432 
短期貸付金 - 
基金 483,645 

財政調整基金 483,645 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 706 
徴収不能引当金 - 

繰延資産 - 3,270,833 
5,399,081 5,399,081 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

丹波山村



【様式第２号】

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

（単位：千円）

金額

経常費用 1,826,142 

業務費用 1,255,550 

人件費 335,200 

職員給与費 262,783 

賞与等引当金繰入額 16,636 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 55,781 

物件費等 891,853 

物件費 731,860 

維持補修費 14,851 

減価償却費 145,140 

その他 3 

その他の業務費用 28,497 

支払利息 13,494 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 15,003 

移転費用 570,592 

補助金等 400,135 

社会保障給付 145,510 

他会計への繰出金 - 

その他 24,947 

経常収益 303,896 

使用料及び手数料 28,071 

その他 275,825 

純経常行政コスト 1,522,246 

臨時損失 - 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 - 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 - 

資産売却益 - 

その他 - 

純行政コスト 1,522,246 

科目

丹波山村



【様式第３号】

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

（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 3,207,456 5,132,042 △ 1,924,586 0 

純行政コスト（△） △ 1,522,246 △ 1,522,246 0 

財源 1,551,678 1,551,678 0 

税収等 1,017,611 1,017,611 0 

国県等補助金 534,067 534,067 0 

本年度差額 29,431 29,431 0 

固定資産等の変動（内部変動） 103,591 △ 103,591 

有形固定資産等の増加 418,602 △ 418,602 

有形固定資産等の減少 △ 145,138 145,138 

貸付金・基金等の増加 234,086 △ 234,086 

貸付金・基金等の減少 △ 403,959 403,959 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 33,946 33,946 

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 0 0 0 

その他 0 3,285 △ 3,285 

本年度純資産変動額 63,377 140,822 △ 77,444 0 

本年度末純資産残高 3,270,833 5,272,863 △ 2,002,030 0 

科目 合計

丹波山村



【様式第４号】

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

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 1,681,041 

業務費用支出 1,108,190 
人件費支出 333,663 
物件費等支出 746,929 
支払利息支出 13,494 
その他の支出 14,103 

移転費用支出 572,851 
補助金等支出 400,139 
社会保障給付支出 145,510 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 27,202 

業務収入 1,588,522 
税収等収入 1,024,905 
国県等補助金収入 306,812 
使用料及び手数料収入 21,996 
その他の収入 234,809 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 195,855 
業務活動収支 103,336 
【投資活動収支】

投資活動支出 447,234 
公共施設等整備費支出 447,260 
基金積立金支出 △ 326 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 300 
その他の支出 - 

投資活動収入 204,042 
国県等補助金収入 31,400 
基金取崩収入 172,032 
貸付金元金回収収入 610 
資産売却収入 - 
その他の収入 0 

投資活動収支 △ 243,192 
【財務活動収支】

財務活動支出 176,733 
地方債等償還支出 176,201 
その他の支出 533 

財務活動収入 322,252 
地方債等発行収入 322,252 
その他の収入 - 

財務活動収支 145,519 
本年度資金収支額 5,663 
前年度末資金残高 116,411 
比例連結割合変更に伴う差額 - 
本年度末資金残高 122,074 

前年度末歳計外現金残高 6 
本年度歳計外現金増減額 - 
本年度末歳計外現金残高 6 
本年度末現金預金残高 122,079 

科目

丹波山村


