
【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 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 95,921,205   固定負債 58,360,716

    有形固定資産 91,329,659     地方債等 38,726,641

      事業用資産 44,743,325     長期未払金 -

        土地 21,940,133     退職手当引当金 4,936,724

        立木竹 -     損失補償等引当金 468,804

        建物 57,448,071     その他 14,228,547

        建物減価償却累計額 -39,172,619   流動負債 6,706,184

        工作物 4,714,798     １年内償還予定地方債等 4,498,791

        工作物減価償却累計額 -3,909,073     未払金 610,992

        船舶 -     未払費用 20,569

        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 730,278

        航空機 -     預り金 134,112

        航空機減価償却累計額 -     その他 711,442

        その他 180,951 負債合計 65,066,900

        その他減価償却累計額 -157,838 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,698,901   固定資産等形成分 99,390,603

      インフラ資産 45,125,721   余剰分（不足分） -60,169,495

        土地 6,127,124   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 53,313,978

        工作物減価償却累計額 -15,573,788

        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 5,624,728

      物品減価償却累計額 -4,164,115

    無形固定資産 1,694,770

      ソフトウェア 31,702

      その他 1,663,068

    投資その他の資産 2,896,777

      投資及び出資金 46,515

        有価証券 3,600

        出資金 42,915

        その他 -

      長期延滞債権 905,612

      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 115,164

      徴収不能引当金 -46,360

  流動資産 8,366,803

    現金預金 2,514,351

    未収金 2,254,369

    短期貸付金 2,872

    基金 3,466,526

      財政調整基金 3,466,526

      減債基金 -

    棚卸資産 48,832

    その他 112,720

    徴収不能引当金 -32,867

  繰延資産 - 純資産合計 39,221,108

資産合計 104,288,008 負債及び純資産合計 104,288,008

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,419

    その他 245,837

純行政コスト 42,464,999

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 156,916

  臨時利益 247,255

  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 9,368,257

    その他 786,096

純経常行政コスト 42,554,095

      社会保障給付 6,227,005

      その他 67,019

  経常収益 10,154,353

        その他 1,021,857

    移転費用 30,367,971

      補助金等 24,073,946

      その他の業務費用 1,488,855

        支払利息 392,790

        徴収不能引当金繰入額 74,209

        維持補修費 454,699

        減価償却費 2,979,340

        その他 8,001

        その他 1,838,451

      物件費等 10,723,240

        物件費 7,281,200

        職員給与費 7,053,292

        賞与等引当金繰入額 710,024

        退職手当引当金繰入額 526,616

  経常費用 52,708,448

    業務費用 22,340,478

      人件費 10,128,382

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：全体会計 （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 37,937,073 98,500,245 -60,563,172 -

  純行政コスト（△） -42,464,999 -42,464,999 -

  財源 43,748,802 43,748,802 -

    税収等 21,129,762 21,129,762 -

    国県等補助金 22,619,040 22,619,040 -

  本年度差額 1,283,803 1,283,803 -

  固定資産等の変動（内部変動） 892,025 -892,025

    有形固定資産等の増加 4,038,627 -4,038,627

    有形固定資産等の減少 -2,993,005 2,993,005

    貸付金・基金等の増加 1,407,562 -1,407,562

    貸付金・基金等の減少 -1,561,158 1,561,158

  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 - - - -

  その他 -3,447 -5,346 1,899

  本年度純資産変動額 1,284,035 890,358 393,677 -

本年度末純資産残高 39,221,108 99,390,603 -60,169,495 -

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：全体会計 （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 2,514,351

財務活動収支 -195,888

本年度資金収支額 -106,160

前年度末資金残高 2,545,149

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,438,990

    地方債等償還支出 7,238,233

    その他の支出 417,471

  財務活動収入 7,459,816

    地方債等発行収入 7,118,400

    その他の収入 341,416

    資産売却収入 4,947

    その他の収入 -136,231

投資活動収支 -3,143,997

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,655,704

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,030,811

    国県等補助金収入 954,877

    基金取崩収入 697,692

    貸付金元金回収収入 509,526

  投資活動支出 5,174,808

    公共施設等整備費支出 3,919,951

    基金積立金支出 754,857

    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 3,233,726

【投資活動収支】

    税収等収入 20,994,419

    国県等補助金収入 21,815,180

    使用料及び手数料収入 8,967,993

    その他の収入 1,133,757

  臨時支出 156,916

    移転費用支出 30,367,971

      補助金等支出 24,073,946

      社会保障給付支出 6,227,005

      その他の支出 67,019

  業務収入 52,911,348

    業務費用支出 19,315,391

      人件費支出 10,214,518

      物件費等支出 7,701,264

      支払利息支出 392,790

      その他の支出 1,006,819

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 49,683,362


