
【様式第1号】

自治体名：大和高田市

会計：全体会計 （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 95,488,347   固定負債 58,302,588

    有形固定資産 90,210,940     地方債等 38,639,316

      事業用資産 44,105,792     長期未払金 -

        土地 21,858,948     退職手当引当金 5,072,702

        立木竹 -     損失補償等引当金 551,954

        建物 57,302,659     その他 14,038,616

        建物減価償却累計額 -38,100,880   流動負債 6,824,354

        工作物 4,677,251     １年内償還予定地方債等 4,705,949

        工作物減価償却累計額 -3,811,597     未払金 519,267

        船舶 -     未払費用 23,394

        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 680,468

        航空機 -     預り金 120,910

        航空機減価償却累計額 -     その他 774,366

        その他 180,951 負債合計 65,126,942

        その他減価償却累計額 -153,126 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,151,587   固定資産等形成分 98,500,245

      インフラ資産 44,701,442   余剰分（不足分） -60,563,172

        土地 6,095,654   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 51,698,516

        工作物減価償却累計額 -14,415,000

        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 5,230,117

      物品減価償却累計額 -3,826,411

    無形固定資産 1,758,813

      ソフトウェア 31,021

      その他 1,727,793

    投資その他の資産 3,518,594

      投資及び出資金 226,515

        有価証券 3,600

        出資金 222,915

        その他 -

      長期延滞債権 935,029

      長期貸付金 22,118

      基金 2,271,932

        減債基金 15,569

        その他 2,256,363

      その他 112,231

      徴収不能引当金 -49,231

  流動資産 7,575,667

    現金預金 2,607,500

    未収金 1,787,943

    短期貸付金 4,148

    基金 3,007,749

      財政調整基金 3,007,749

      減債基金 -

    棚卸資産 61,274

    その他 144,270

    徴収不能引当金 -37,217

  繰延資産 - 純資産合計 37,937,073

資産合計 103,064,015 負債及び純資産合計 103,064,015

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 698

    その他 218,659

純行政コスト 34,052,773

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,061

  臨時利益 219,357

  臨時損失 125,711

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 123,650

    使用料及び手数料 9,703,875

    その他 654,879

純経常行政コスト 34,146,418

      社会保障給付 6,347,312

      その他 178,588

  経常収益 10,358,755

        その他 563,259

    移転費用 23,050,026

      補助金等 16,524,125

      その他の業務費用 1,087,091

        支払利息 447,392

        徴収不能引当金繰入額 76,439

        維持補修費 321,650

        減価償却費 2,935,201

        その他 19,877

        その他 2,149,664

      物件費等 10,083,408

        物件費 6,806,681

        職員給与費 6,974,797

        賞与等引当金繰入額 676,130

        退職手当引当金繰入額 484,057

  経常費用 44,505,173

    業務費用 21,455,147

      人件費 10,284,648

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：全体会計 （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 37,045,866 95,810,343 -58,764,478 -

  純行政コスト（△） -34,052,773 -34,052,773 -

  財源 34,927,482 34,927,482 -

    税収等 20,645,628 20,645,628 -

    国県等補助金 14,281,854 14,281,854 -

  本年度差額 874,709 874,709 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,689,901 -2,689,901

    有形固定資産等の増加 5,552,231 -5,552,231

    有形固定資産等の減少 -3,065,113 3,065,113

    貸付金・基金等の増加 919,466 -919,466

    貸付金・基金等の減少 -716,683 716,683

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - - -

  その他 16,498 - 16,498

  本年度純資産変動額 891,207 2,689,901 -1,798,694 -

本年度末純資産残高 37,937,073 98,500,245 -60,563,172 -

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：全体会計 （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 2,607,500

財務活動収支 887,003

本年度資金収支額 -1,261,503

前年度末資金残高 3,806,653

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,545,149

    地方債等償還支出 5,120,735

    その他の支出 464,572

  財務活動収入 6,472,309

    地方債等発行収入 6,136,100

    その他の収入 336,209

    資産売却収入 4,199

    その他の収入 87,858

投資活動収支 -4,971,420

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,585,306

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,525,873

    国県等補助金収入 800,523

    基金取崩収入 325,462

    貸付金元金回収収入 307,832

  投資活動支出 6,497,293

    公共施設等整備費支出 5,582,966

    基金積立金支出 614,326

    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 2,822,914

【投資活動収支】

    税収等収入 20,616,429

    国県等補助金収入 13,364,075

    使用料及び手数料収入 9,748,522

    その他の収入 641,519

  臨時支出 2,061

    移転費用支出 23,050,026

      補助金等支出 16,524,125

      社会保障給付支出 6,347,312

      その他の支出 178,588

  業務収入 44,370,545

    業務費用支出 18,495,927

      人件費支出 10,383,150

      物件費等支出 7,175,224

      支払利息支出 447,392

      その他の支出 490,161

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 41,545,953


