
【様式第1号】

自治体名：大和高田市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 55,967,367   固定負債 23,597,684

    有形固定資産 52,761,949     地方債 19,510,935

      事業用資産 40,138,211     長期未払金 -

        土地 20,405,983     退職手当引当金 3,449,684

        立木竹 -     損失補償等引当金 551,954

        建物 50,094,719     その他 85,111

        建物減価償却累計額 -33,248,240   流動負債 3,084,126

        工作物 3,975,009     １年内償還予定地方債 2,582,154

        工作物減価償却累計額 -3,238,817     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 358,359

        航空機 -     預り金 62,351

        航空機減価償却累計額 -     その他 81,262

        その他 - 負債合計 26,681,810

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,149,557   固定資産等形成分 57,508,482

      インフラ資産 12,277,742   余剰分（不足分） -26,129,686

        土地 5,954,484

        建物 1,575,575

        建物減価償却累計額 -884,785

        工作物 12,982,436

        工作物減価償却累計額 -7,376,923

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 26,954

      物品 1,662,271

      物品減価償却累計額 -1,316,275

    無形固定資産 29,936

      ソフトウェア 29,936

      その他 -

    投資その他の資産 3,175,482

      投資及び出資金 299,224

        有価証券 3,600

        出資金 295,624

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 617,526

      長期貸付金 8,398

      基金 2,271,932

        減債基金 15,569

        その他 2,256,363

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,598

  流動資産 2,093,239

    現金預金 370,274

    未収金 177,126

    短期貸付金 4,148

    基金 1,536,966

      財政調整基金 1,536,966

      減債基金 -

    棚卸資産 10,980

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,255 純資産合計 31,378,796

資産合計 58,060,606 負債及び純資産合計 58,060,606

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：大和高田市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 210,683

純行政コスト 21,595,861

    その他 -

  臨時利益 211,381

    資産売却益 698

    資産除売却損 123,650

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 21,683,592

  臨時損失 123,650

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,091,730

    使用料及び手数料 781,325

    その他 310,406

      社会保障給付 6,341,571

      他会計への繰出金 2,508,735

      その他 178,133

        その他 118,931

    移転費用 12,519,607

      補助金等 3,491,167

      その他の業務費用 280,927

        支払利息 134,143

        徴収不能引当金繰入額 27,853

        維持補修費 246,385

        減価償却費 1,479,379

        その他 -

        その他 928,717

      物件費等 4,745,038

        物件費 3,019,274

        職員給与費 3,647,176

        賞与等引当金繰入額 358,359

        退職手当引当金繰入額 295,499

  経常費用 22,775,322

    業務費用 10,255,716

      人件費 5,229,751

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：大和高田市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 30,829,249 55,385,210 -24,555,960

  純行政コスト（△） -21,595,861 -21,595,861

  財源 22,145,408 22,145,408

    税収等 15,876,912 15,876,912

    国県等補助金 6,268,495 6,268,495

  本年度差額 549,546 549,546

  固定資産等の変動（内部変動） 2,123,272 -2,123,272

    有形固定資産等の増加 3,847,302 -3,847,302

    有形固定資産等の減少 -1,606,530 1,606,530

    貸付金・基金等の増加 293,089 -293,089

    貸付金・基金等の減少 -410,589 410,589

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 549,546 2,123,272 -1,573,725

本年度末純資産残高 31,378,796 57,508,482 -26,129,686

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：大和高田市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 55,232

本年度歳計外現金増減額 7,119

本年度末歳計外現金残高 62,351

本年度末現金預金残高 370,274

    その他の収入 -

財務活動収支 1,063,460

本年度資金収支額 -703,674

前年度末資金残高 1,011,596

本年度末資金残高 307,923

  財務活動支出 2,418,640

    地方債償還支出 2,293,353

    その他の支出 125,288

  財務活動収入 3,482,100

    地方債発行収入 3,482,100

    貸付金元金回収収入 7,832

    資産売却収入 4,199

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,232,638

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 852,884

    国県等補助金収入 521,391

    基金取崩収入 319,462

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,085,521

    公共施設等整備費支出 3,792,433

    基金積立金支出 293,089

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,465,504

  業務収入 22,721,847

    税収等収入 15,892,266

    国県等補助金収入 5,747,104

    使用料及び手数料収入 782,038

    その他の収入 300,438

    移転費用支出 12,519,607

      補助金等支出 3,491,167

      社会保障給付支出 6,341,571

      他会計への繰出支出 2,508,735

      その他の支出 178,133

    業務費用支出 8,736,736

      人件費支出 5,219,942

      物件費等支出 3,276,741

      支払利息支出 134,143

      その他の支出 105,909

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 21,256,342


