
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 98,973,500   固定負債 59,324,879

    有形固定資産 93,946,091     地方債等 39,444,715

      事業用資産 46,914,233     長期未払金 12,770

        土地 22,404,411     退職手当引当金 5,637,886

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 62,577,629     その他 14,229,508

        建物減価償却累計額 -42,777,811   流動負債 7,208,234

        工作物 5,313,820     １年内償還予定地方債等 4,557,816

        工作物減価償却累計額 -4,336,750     未払金 636,054

        船舶 -     未払費用 20,869

        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 783,466

        航空機 -     預り金 137,945

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,072,064

        その他 180,951 負債合計 66,533,113

        その他減価償却累計額 -157,838 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,709,820   固定資産等形成分 102,635,730

      インフラ資産 45,366,758   余剰分（不足分） -60,300,980

        土地 6,238,356   他団体出資等分 -

        建物 2,106,954

        建物減価償却累計額 -1,142,677

        工作物 53,513,338

        工作物減価償却累計額 -15,643,343

        その他 1,159,193

        その他減価償却累計額 -900,576

        建設仮勘定 35,512

      物品 6,300,628

      物品減価償却累計額 -4,635,527

    無形固定資産 1,697,947

      ソフトウェア 34,799

      その他 1,663,148

    投資その他の資産 3,329,462

      投資及び出資金 -318,485

        有価証券 3,600

        出資金 -322,085

        その他 -

      長期延滞債権 907,449

      長期貸付金 5,526

      基金 2,661,382

        減債基金 30,931

        その他 2,630,451

      その他 120,164

      徴収不能引当金 -46,573

  流動資産 9,894,362

    現金預金 3,186,734

    未収金 2,271,676

    短期貸付金 2,872

    基金 3,659,358

      財政調整基金 3,659,358

      減債基金 -

    棚卸資産 691,885

    その他 114,772

    徴収不能引当金 -32,933

  繰延資産 - 純資産合計 42,334,750

資産合計 108,867,862 負債及び純資産合計 108,867,862

連結貸借対照表
（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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,799

    その他 162,694

純行政コスト 51,572,582

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 156,916

  臨時利益 164,494

  臨時損失 158,159

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,243

    使用料及び手数料 9,371,466

    その他 975,360

純経常行政コスト 51,578,917

      社会保障給付 15,408,969

      その他 67,572

  経常収益 10,346,826

        その他 1,397,402

    移転費用 37,471,313

      補助金等 21,994,772

      その他の業務費用 1,874,326

        支払利息 402,436

        徴収不能引当金繰入額 74,488

        維持補修費 459,460

        減価償却費 3,244,377

        その他 81,419

        その他 1,871,027

      物件費等 11,646,190

        物件費 7,860,934

        職員給与費 7,724,754

        賞与等引当金繰入額 763,211

        退職手当引当金繰入額 574,923

  経常費用 61,925,744

    業務費用 24,454,431

      人件費 10,933,915

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：千円）

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 41,358,798 102,084,045 -60,725,247 -

  純行政コスト（△） -51,572,582 -51,572,582 -

  財源 52,783,405 52,783,405 -

    税収等 26,070,269 26,070,269 -

    国県等補助金 26,713,135 26,713,135 -

  本年度差額 1,210,822 1,210,822 -

  固定資産等の変動（内部変動） 601,943 -601,943

    有形固定資産等の増加 4,289,869 -4,289,869

    有形固定資産等の減少 -3,264,507 3,264,507

    貸付金・基金等の増加 1,589,160 -1,589,160

    貸付金・基金等の減少 -2,012,579 2,012,579

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,679 3,679

  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 144,897 131,408 13,489 -

  その他 -383,447 -185,346 -198,101

  本年度純資産変動額 975,951 551,684 424,267 -

本年度末純資産残高 42,334,750 102,635,730 -60,300,980 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 65,245

本年度歳計外現金増減額 13,144

本年度末歳計外現金残高 78,389

本年度末現金預金残高 3,186,734

財務活動収支 -478,128

本年度資金収支額 250,837

前年度末資金残高 2,850,035

比例連結割合変更に伴う差額 7,473

本年度末資金残高 3,108,344

    地方債等償還支出 7,373,857

    その他の支出 624,631

  財務活動収入 7,520,360

    地方債等発行収入 7,178,944

    その他の収入 341,416

    資産売却収入 5,327

    その他の収入 -136,231

投資活動収支 -3,113,199

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,998,488

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,477,466

    国県等補助金収入 954,877

    基金取崩収入 1,143,967

    貸付金元金回収収入 509,526

  投資活動支出 5,590,666

    公共施設等整備費支出 4,171,046

    基金積立金支出 919,619

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 500,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 156,916

  臨時収入 162,655

業務活動収支 3,842,164

【投資活動収支】

    税収等収入 25,934,768

    国県等補助金収入 25,909,275

    使用料及び手数料収入 8,971,202

    その他の収入 1,292,261

  臨時支出 156,916

    移転費用支出 37,471,570

      補助金等支出 21,995,030

      社会保障給付支出 15,408,969

      その他の支出 67,572

  業務収入 62,107,507

    業務費用支出 20,799,511

      人件費支出 10,999,806

      物件費等支出 8,271,405

      支払利息支出 397,568

      その他の支出 1,130,733

連結資金収支計算書
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 58,271,082


