
【様式第1号】

自治体名：上板町

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 12,006,376   固定負債 3,910,211

    有形固定資産 10,812,977     地方債 3,310,187

      事業用資産 6,012,497     長期未払金 -

        土地 2,265,402     退職手当引当金 600,024

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,519,453     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,935,216   流動負債 540,847

        工作物 344,299     １年内償還予定地方債 384,296

        工作物減価償却累計額 -181,717     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 78,060

        航空機 -     預り金 78,193

        航空機減価償却累計額 -     その他 298

        その他 - 負債合計 4,451,058

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 276   固定資産等形成分 13,010,404

      インフラ資産 4,457,288   余剰分（不足分） -3,951,990

        土地 394,416

        建物 51,827

        建物減価償却累計額 -44,879

        工作物 12,302,754

        工作物減価償却累計額 -8,269,227

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,397

      物品 1,120,945

      物品減価償却累計額 -777,752

    無形固定資産 5,002

      ソフトウェア 5,002

      その他 -

    投資その他の資産 1,188,397

      投資及び出資金 12,281

        有価証券 31

        出資金 12,251

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 134,245

      長期貸付金 -

      基金 1,046,392

        減債基金 327,401

        その他 718,991

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,521

  流動資産 1,503,096

    現金預金 474,290

    未収金 27,756

    短期貸付金 -

    基金 1,004,028

      財政調整基金 1,004,028

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,978 純資産合計 9,058,414

資産合計 13,509,472 負債及び純資産合計 13,509,472

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：上板町

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 5,802,601

    その他 1,423,379

  臨時利益 1,519

    資産売却益 1,519

    資産除売却損 29,723

    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 4,351,018

  臨時損失 1,453,102

    災害復旧事業費 -

  経常収益 166,672

    使用料及び手数料 64,077

    その他 102,595

      社会保障給付 733,522

      他会計への繰出金 428,804

      その他 12,965

        その他 26,877

    移転費用 2,049,406

      補助金等 874,115

      その他の業務費用 48,302

        支払利息 15,461

        徴収不能引当金繰入額 5,965

        維持補修費 129,406

        減価償却費 518,495

        その他 -

        その他 216,099

      物件費等 1,362,074

        物件費 714,172

        職員給与費 763,749

        賞与等引当金繰入額 78,060

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,517,689

    業務費用 2,468,283

      人件費 1,057,907

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：上板町

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 9,128,571 13,182,739 -4,054,168

  純行政コスト（△） -5,802,601 -5,802,601

  財源 5,739,900 5,739,900

    税収等 3,409,924 3,409,924

    国県等補助金 2,329,976 2,329,976

  本年度差額 -62,700 -62,700

  固定資産等の変動（内部変動） -164,878 164,878

    有形固定資産等の増加 555,446 -555,446

    有形固定資産等の減少 -521,464 521,464

    貸付金・基金等の増加 3,706 -3,706

    貸付金・基金等の減少 -202,566 202,566

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -7,457 -7,457

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -70,157 -172,335 102,177

本年度末純資産残高 9,058,414 13,010,404 -3,951,990

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：上板町

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 78,045

本年度歳計外現金増減額 149

本年度末歳計外現金残高 78,193

本年度末現金預金残高 474,290

    その他の収入 -

財務活動収支 22,390

本年度資金収支額 97,033

前年度末資金残高 299,064

本年度末資金残高 396,097

  財務活動支出 373,994

    地方債償還支出 373,994

    その他の支出 -

  財務活動収入 396,384

    地方債発行収入 396,384

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,519

    その他の収入 5,893

投資活動収支 -252,872

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 303,913

    国県等補助金収入 103,828

    基金取崩収入 192,673

【投資活動収支】

  投資活動支出 556,785

    公共施設等整備費支出 555,446

    基金積立金支出 1,338

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 1,450,133

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,450,133

  臨時収入 1,465,310

業務活動収支 327,515

  業務収入 4,303,332

    税収等収入 3,399,541

    国県等補助金収入 760,838

    使用料及び手数料収入 62,699

    その他の収入 80,254

    移転費用支出 2,049,406

      補助金等支出 874,115

      社会保障給付支出 733,522

      他会計への繰出支出 428,804

      その他の支出 12,965

    業務費用支出 1,941,587

      人件費支出 1,056,568

      物件費等支出 843,578

      支払利息支出 15,461

      その他の支出 25,980

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 3,990,993


