
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 56,076,222   固定負債 23,866,392

    有形固定資産 53,498,394     地方債 19,890,329

      事業用資産 40,893,538     長期未払金 -

        土地 20,487,168     退職手当引当金 3,427,153

        立木竹 -     損失補償等引当金 468,804

        建物 50,240,131     その他 80,105

        建物減価償却累計額 -34,203,884   流動負債 2,739,124

        工作物 3,999,528     １年内償還予定地方債 2,237,175

        工作物減価償却累計額 -3,328,306     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 382,007

        航空機 -     預り金 75,361

        航空機減価償却累計額 -     その他 44,580

        その他 - 負債合計 26,605,515

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,698,901   固定資産等形成分 57,816,141

      インフラ資産 12,179,318   余剰分（不足分） -26,048,061

        土地 5,985,954

        建物 1,575,575

        建物減価償却累計額 -919,596

        工作物 13,103,779

        工作物減価償却累計額 -7,589,464

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 23,070

      物品 1,873,539

      物品減価償却累計額 -1,448,001

    無形固定資産 29,597

      ソフトウェア 29,597

      その他 -

    投資その他の資産 2,548,231

      投資及び出資金 119,224

        有価証券 3,600

        出資金 115,624

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 566,846

      長期貸付金 5,526

      基金 1,870,320

        減債基金 30,931

        その他 1,839,390

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,685

  流動資産 2,297,374

    現金預金 366,826

    未収金 188,626

    短期貸付金 2,872

    基金 1,737,047

      財政調整基金 1,737,047

      減債基金 -

    棚卸資産 8,818

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,816 純資産合計 31,768,080

資産合計 58,373,595 負債及び純資産合計 58,373,595

貸借対照表
（令和3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 83,150

純行政コスト 29,421,025

    その他 -

  臨時利益 84,569

    資産売却益 1,419

    資産除売却損 1,243

    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 29,504,350

  臨時損失 1,243

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,271,917

    使用料及び手数料 680,957

    その他 590,959

      社会保障給付 6,220,732

      他会計への繰出金 2,585,203

      その他 66,643

        その他 196,298

    移転費用 19,660,511

      補助金等 10,787,933

      その他の業務費用 324,998

        支払利息 108,198

        徴収不能引当金繰入額 20,502

        維持補修費 374,990

        減価償却費 1,456,821

        その他 -

        その他 1,145,139

      物件費等 5,370,345

        物件費 3,538,534

        職員給与費 3,541,497

        賞与等引当金繰入額 382,007

        退職手当引当金繰入額 351,771

  経常費用 30,776,267

    業務費用 11,115,756

      人件費 5,420,413

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

科目 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）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

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

  純行政コスト（△） -29,421,025 -29,421,025

  財源 29,795,909 29,795,909

    税収等 16,216,255 16,216,255

    国県等補助金 13,579,654 13,579,654

  本年度差額 374,885 374,885

  固定資産等の変動（内部変動） 293,260 -293,260

    有形固定資産等の増加 2,183,298 -2,183,298

    有形固定資産等の減少 -1,461,592 1,461,592

    貸付金・基金等の増加 425,869 -425,869

    貸付金・基金等の減少 -854,316 854,316

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 14,399 14,399

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 389,284 307,659 81,624

本年度末純資産残高 31,768,080 57,816,141 -26,048,061

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

科目 合計



【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 62,351

本年度歳計外現金増減額 13,010

本年度末歳計外現金残高 75,361

本年度末現金預金残高 366,826

    その他の収入 -

財務活動収支 -46,846

本年度資金収支額 -16,458

前年度末資金残高 307,923

本年度末資金残高 291,465

  財務活動支出 2,694,046

    地方債償還支出 2,612,784

    その他の支出 81,262

  財務活動収入 2,647,200

    地方債発行収入 2,647,200

    貸付金元金回収収入 9,526

    資産売却収入 4,947

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,418,585

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,201,883

    国県等補助金収入 490,968

    基金取崩収入 696,442

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,620,468

    公共施設等整備費支出 2,125,556

    基金積立金支出 494,912

    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 1,448,973

  業務収入 30,759,037

    税収等収入 16,216,901

    国県等補助金収入 13,088,686

    使用料及び手数料収入 684,884

    その他の収入 768,566

    移転費用支出 19,660,511

      補助金等支出 10,787,933

      社会保障給付支出 6,220,732

      他会計への繰出支出 2,585,203

      その他の支出 66,643

    業務費用支出 9,649,553

      人件費支出 5,419,296

      物件費等支出 3,942,584

      支払利息支出 108,198

      その他の支出 179,474

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

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 29,310,064


