
【様式第１号】

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 4,369,024 固定負債 1,334,050 

有形固定資産 2,732,041 地方債 1,263,164 
事業用資産 1,753,047 長期未払金 - 

土地 760,604 退職手当引当金 70,886 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 1,986,162 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 1,363,337 流動負債 171,603 
工作物 257,964 １年内償還予定地方債 155,368 
工作物減価償却累計額 △ 87,491 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 15,471 
航空機 - 預り金 764 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 1,505,653 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 199,145 固定資産等形成分 4,809,477 

インフラ資産 937,819 余剰分（不足分） △ 1,436,020 
土地 48,753 
建物 518 
建物減価償却累計額 △ 415 
工作物 2,509,395 
工作物減価償却累計額 △ 1,693,053 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 72,621 

物品 243,519 
物品減価償却累計額 △ 202,344 

無形固定資産 2,187 
ソフトウェア 2,187 
その他 - 

投資その他の資産 1,634,796 
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 4,002 
長期貸付金 4,530 
基金 1,626,264 

減債基金 289,665 
その他 1,336,599 

その他 - 
徴収不能引当金 - 

流動資産 510,087 
現金預金 66,206 
未収金 2,974 
短期貸付金 - 
基金 440,453 

財政調整基金 440,453 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 453 
徴収不能引当金 - 3,373,457 

4,879,111 4,879,111 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】

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 1,497,309 

業務費用 1,018,204 

人件費 276,727 

職員給与費 207,725 

賞与等引当金繰入額 15,471 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 53,532 

物件費等 732,089 

物件費 581,778 

維持補修費 14,824 

減価償却費 135,487 

その他 - 

その他の業務費用 9,388 

支払利息 4,069 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 5,319 

移転費用 479,105 

補助金等 206,875 

社会保障給付 36,052 

他会計への繰出金 235,357 

その他 822 

経常収益 177,867 

使用料及び手数料 20,133 

その他 157,734 

純経常行政コスト 1,319,442 

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 1,319,442 

科目

丹波山村



【様式第３号】

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）

前年度末純資産残高 3,434,255 4,851,445 △ 1,417,190 

純行政コスト（△） △ 1,319,442 △ 1,319,442 

財源 1,224,918 1,224,918 

税収等 923,142 923,142 

国県等補助金 301,776 301,776 

本年度差額 △ 94,524 △ 94,524 

固定資産等の変動（内部変動） △ 75,694 75,694 

有形固定資産等の増加 227,599 △ 227,599 

有形固定資産等の減少 △ 135,485 135,485 

貸付金・基金等の増加 236,118 △ 236,118 

貸付金・基金等の減少 △ 403,927 403,927 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 33,726 33,726 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 60,798 △ 41,968 △ 18,830 

本年度末純資産残高 3,373,457 4,809,477 △ 1,436,020 

科目 合計

丹波山村



【様式第４号】

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 1,359,992 

業務費用支出 880,883 
人件費支出 275,772 
物件費等支出 596,621 
支払利息支出 4,069 
その他の支出 4,421 

移転費用支出 479,109 
補助金等支出 206,879 
社会保障給付支出 36,052 
他会計への繰出支出 235,357 
その他の支出 822 

業務収入 1,186,093 
税収等収入 923,993 
国県等補助金収入 105,921 
使用料及び手数料収入 20,233 
その他の収入 135,946 

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 21,956 
【投資活動収支】

投資活動支出 258,335 
公共施設等整備費支出 256,328 
基金積立金支出 1,707 
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 172,610 
国県等補助金収入 - 
基金取崩収入 172,000 
貸付金元金回収収入 610 
資産売却収入 - 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 85,725 
【財務活動収支】

財務活動支出 135,204 
地方債償還支出 135,204 
その他の支出 - 

財務活動収入 176,252 
地方債発行収入 176,252 
その他の収入 - 

財務活動収支 41,048 
本年度資金収支額 △ 22,721 
前年度末資金残高 88,927 
本年度末資金残高 66,206 

前年度末歳計外現金残高 - 
本年度歳計外現金増減額 - 
本年度末歳計外現金残高 - 
本年度末現金預金残高 66,206 

科目

丹波山村


