
【様式第1号】

自治体名：上板町

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 15,232,401   固定負債 5,059,063

    有形固定資産 13,738,339     地方債等 3,958,857

      事業用資産 6,446,979     長期未払金 -

        土地 2,345,645     退職手当引当金 857,545

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,972,063     その他 242,661

        建物減価償却累計額 -7,172,945   流動負債 656,575

        工作物 1,399,702     １年内償還予定地方債等 454,312

        工作物減価償却累計額 -1,098,944     未払金 10,661

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 7,336

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 104,738

        航空機 -     預り金 78,400

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,127

        その他 - 負債合計 5,715,638

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,458   固定資産等形成分 16,498,456

      インフラ資産 6,900,507   余剰分（不足分） -4,448,243

        土地 452,756   他団体出資等分 -

        建物 140,609

        建物減価償却累計額 -84,506

        工作物 16,468,740

        工作物減価償却累計額 -10,102,238

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,147

      物品 1,572,421

      物品減価償却累計額 -1,181,568

    無形固定資産 5,257

      ソフトウェア 5,257

      その他 -

    投資その他の資産 1,488,805

      投資及び出資金 12,281

        有価証券 31

        出資金 12,251

        その他 -

      長期延滞債権 163,421

      長期貸付金 -

      基金 1,321,616

        減債基金 327,401

        その他 994,215

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,514

  流動資産 2,533,449

    現金預金 1,217,111

    未収金 48,425

    短期貸付金 -

    基金 1,266,054

      財政調整基金 1,266,054

      減債基金 -

    棚卸資産 7,040

    その他 128

    徴収不能引当金 -5,310

  繰延資産 - 純資産合計 12,050,212

資産合計 17,765,850 負債及び純資産合計 17,765,850

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：上板町

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,519

    その他 -

純行政コスト 10,699,352

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,398,987

  臨時利益 1,519

  臨時損失 1,428,710

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 29,723

    使用料及び手数料 247,905

    その他 142,429

純経常行政コスト 9,272,161

      社会保障給付 733,717

      その他 16,549

  経常収益 390,335

        その他 67,741

    移転費用 6,428,515

      補助金等 5,678,249

      その他の業務費用 108,281

        支払利息 29,535

        徴収不能引当金繰入額 11,005

        維持補修費 174,808

        減価償却費 663,460

        その他 -

        その他 222,833

      物件費等 1,859,335

        物件費 1,021,067

        職員給与費 950,697

        賞与等引当金繰入額 92,621

        退職手当引当金繰入額 213

  経常費用 9,662,496

    業務費用 3,233,980

      人件費 1,266,365

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：上板町

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 11,975,993 16,691,430 -4,715,437 -

  純行政コスト（△） -10,699,352 -10,699,352 -

  財源 10,774,114 10,774,114 -

    税収等 5,735,172 5,735,172 -

    国県等補助金 5,038,942 5,038,942 -

  本年度差額 74,762 74,762 -

  固定資産等の変動（内部変動） -216,436 216,436

    有形固定資産等の増加 570,399 -570,399

    有形固定資産等の減少 -651,290 651,290

    貸付金・基金等の増加 72,782 -72,782

    貸付金・基金等の減少 -208,327 208,327

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -7,457 -7,457

  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 6,915 30,919 -24,004 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 74,220 -192,974 267,194 -

本年度末純資産残高 12,050,212 16,498,456 -4,448,243 -

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：上板町

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 78,926

本年度歳計外現金増減額 -526

本年度末歳計外現金残高 78,400

本年度末現金預金残高 1,217,111

財務活動収支 -14,543

本年度資金収支額 260,300

前年度末資金残高 856,860

比例連結割合変更に伴う差額 21,551

本年度末資金残高 1,138,711

    地方債等償還支出 451,257

    その他の支出 163

  財務活動収入 436,877

    地方債等発行収入 436,877

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,519

    その他の収入 12,925

投資活動収支 -329,208

【財務活動収支】

  財務活動支出 451,420

    その他の支出 -

  投資活動収入 312,059

    国県等補助金収入 103,828

    基金取崩収入 193,787

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 641,267

    公共施設等整備費支出 614,403

    基金積立金支出 26,864

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,425,742

  臨時収入 1,468,819

業務活動収支 604,051

【投資活動収支】

    税収等収入 5,712,628

    国県等補助金収入 3,466,295

    使用料及び手数料収入 246,943

    その他の収入 115,520

  臨時支出 1,425,742

    移転費用支出 6,428,515

      補助金等支出 5,678,249

      社会保障給付支出 733,717

      その他の支出 16,549

  業務収入 9,541,387

    業務費用支出 2,551,897

      人件費支出 1,253,246

      物件費等支出 1,195,888

      支払利息支出 29,535

      その他の支出 73,228

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 8,980,413


