
【様式第1号】

自治体名：大和高田市

会計：連結会計 （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 98,900,407   固定負債 59,244,219

    有形固定資産 92,734,345     地方債等 39,431,530

      事業用資産 46,196,891     長期未払金 19,584

        土地 22,299,536     退職手当引当金 5,753,147

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 62,041,428     その他 14,039,958

        建物減価償却累計額 -41,360,608   流動負債 7,077,203

        工作物 5,237,758     １年内償還予定地方債等 4,770,743

        工作物減価償却累計額 -4,205,026     未払金 535,674

        船舶 -     未払費用 23,711

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 20

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 733,317

        航空機 -     預り金 125,081

        航空機減価償却累計額 -     その他 888,657

        その他 180,951 負債合計 66,321,422

        その他減価償却累計額 -153,126 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,155,977   固定資産等形成分 102,084,045

      インフラ資産 44,933,142   余剰分（不足分） -60,725,247

        土地 6,200,891   他団体出資等分 -

        建物 2,106,954

        建物減価償却累計額 -1,093,634

        工作物 51,887,131

        工作物減価償却累計額 -14,477,151

        その他 1,158,647

        その他減価償却累計額 -876,651

        建設仮勘定 26,954

      物品 5,860,604

      物品減価償却累計額 -4,256,293

    無形固定資産 1,761,701

      ソフトウェア 33,828

      その他 1,727,873

    投資その他の資産 4,404,361

      投資及び出資金 41,515

        有価証券 3,600

        出資金 37,915

        その他 -

      長期延滞債権 936,857

      長期貸付金 22,118

      基金 3,336,033

        減債基金 15,569

        その他 3,320,464

      その他 117,231

      徴収不能引当金 -49,393

  流動資産 8,779,814

    現金預金 2,915,281

    未収金 1,794,974

    短期貸付金 4,148

    基金 3,179,490

      財政調整基金 3,179,490

      減債基金 -

    棚卸資産 777,840

    その他 145,329

    徴収不能引当金 -37,249

  繰延資産 - 純資産合計 41,358,798

資産合計 107,680,220 負債及び純資産合計 107,680,220

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,118

    その他 12,785

純行政コスト 42,549,399

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,061

  臨時利益 13,903

  臨時損失 126,678

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 124,618

    使用料及び手数料 9,707,036

    その他 1,061,181

純経常行政コスト 42,436,623

      社会保障給付 15,849,803

      その他 178,906

  経常収益 10,768,217

        その他 771,021

    移転費用 29,764,965

      補助金等 13,736,255

      その他の業務費用 1,299,894

        支払利息 452,433

        徴収不能引当金繰入額 76,439

        維持補修費 332,378

        減価償却費 3,207,370

        その他 232,695

        その他 2,156,321

      物件費等 11,074,110

        物件費 7,301,667

        職員給与費 7,669,569

        賞与等引当金繰入額 728,979

        退職手当引当金繰入額 511,003

  経常費用 53,204,841

    業務費用 23,439,876

      人件費 11,065,873

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：千円）

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 40,623,008 99,364,839 -58,741,831 -

  純行政コスト（△） -42,549,399 -42,549,399 -

  財源 43,138,887 43,138,887 -

    税収等 24,879,912 24,879,912 -

    国県等補助金 18,258,974 18,258,974 -

  本年度差額 589,488 589,488 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,576,001 -2,575,999

    有形固定資産等の増加 5,660,212 -5,660,212

    有形固定資産等の減少 -3,338,250 3,338,250

    貸付金・基金等の増加 1,040,090 -1,040,088

    貸付金・基金等の減少 -786,051 786,051

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,550 -2,550

  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 132,249 120,351 11,898 -

  その他 16,601 25,404 -8,803

  本年度純資産変動額 735,790 2,719,206 -1,983,416 -

本年度末純資産残高 41,358,798 102,084,045 -60,725,247 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 58,095

本年度歳計外現金増減額 7,150

本年度末歳計外現金残高 65,245

本年度末現金預金残高 2,915,281

財務活動収支 654,549

本年度資金収支額 -1,293,921

前年度末資金残高 4,127,483

比例連結割合変更に伴う差額 16,474

本年度末資金残高 2,850,035

    地方債等償還支出 5,387,265

    その他の支出 478,169

  財務活動収入 6,519,983

    地方債等発行収入 6,183,774

    その他の収入 336,209

    資産売却収入 4,619

    その他の収入 87,858

投資活動収支 -5,133,433

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,865,434

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,568,604

    国県等補助金収入 800,694

    基金取崩収入 367,602

    貸付金元金回収収入 307,832

  投資活動支出 6,702,037

    公共施設等整備費支出 5,688,538

    基金積立金支出 713,499

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 300,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 2,061

  臨時収入 382

業務活動収支 3,184,963

【投資活動収支】

    税収等収入 24,850,713

    国県等補助金収入 17,341,299

    使用料及び手数料収入 9,751,683

    その他の収入 1,031,832

  臨時支出 2,061

    移転費用支出 29,767,717

      補助金等支出 13,736,524

      社会保障給付支出 15,849,767

      その他の支出 181,426

  業務収入 52,975,528

    業務費用支出 20,021,169

      人件費支出 11,148,119

      物件費等支出 7,704,524

      支払利息支出 452,291

      その他の支出 716,235

連結資金収支計算書
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 49,788,886


