
【様式第1号】

自治体名：上板町

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 14,498,159   固定負債 4,743,272

    有形固定資産 13,279,820     地方債等 3,900,913

      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 242,335

        建物減価償却累計額 -6,935,216   流動負債 638,812

        工作物 344,299     １年内償還予定地方債等 447,898

        工作物減価償却累計額 -181,717     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 93,762

        航空機 -     預り金 78,193

        航空機減価償却累計額 -     その他 963

        その他 - 負債合計 5,382,084

        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 15,658,600

      インフラ資産 6,900,507   余剰分（不足分） -4,347,791

        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 1,414,027

      物品減価償却累計額 -1,047,211

    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 1,213,337

      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 163,178

      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 -8,514

  流動資産 2,194,734

    現金預金 984,018

    未収金 48,418

    短期貸付金 -

    基金 1,160,441

      財政調整基金 1,160,441

      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 11,310,809

資産合計 16,692,893 負債及び純資産合計 16,692,893

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：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,519

    その他 -

純行政コスト 8,381,131

    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 236,652

    その他 118,154

純経常行政コスト 6,953,940

      社会保障給付 733,522

      その他 12,965

  経常収益 354,806

        その他 41,217

    移転費用 4,515,997

      補助金等 3,769,511

      その他の業務費用 81,612

        支払利息 29,390

        徴収不能引当金繰入額 11,005

        維持補修費 164,855

        減価償却費 604,673

        その他 -

        その他 220,550

      物件費等 1,601,355

        物件費 831,827

        職員給与費 807,587

        賞与等引当金繰入額 81,645

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,308,746

    業務費用 2,792,749

      人件費 1,109,782

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：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 11,313,433 15,907,310 -4,593,877 -

  純行政コスト（△） -8,381,131 -8,381,131 -

  財源 8,385,964 8,385,964 -

    税収等 4,408,817 4,408,817 -

    国県等補助金 3,977,147 3,977,147 -

  本年度差額 4,833 4,833 -

  固定資産等の変動（内部変動） -241,253 241,253

    有形固定資産等の増加 570,021 -570,021

    有形固定資産等の減少 -607,642 607,642

    貸付金・基金等の増加 4,268 -4,268

    貸付金・基金等の減少 -207,901 207,901

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,624 -248,711 246,086 -

本年度末純資産残高 11,310,809 15,658,600 -4,347,791 -

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：全体会計 （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 984,018

財務活動収支 -41,269

本年度資金収支額 191,636

前年度末資金残高 714,188

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 905,825

    地方債等償還支出 437,653

    その他の支出 -

  財務活動収入 396,384

    地方債等発行収入 396,384

    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 -254,407

【財務活動収支】

  財務活動支出 437,653

    その他の支出 -

  投資活動収入 310,945

    国県等補助金収入 103,828

    基金取崩収入 192,673

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 565,352

    公共施設等整備費支出 563,997

    基金積立金支出 1,354

    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 487,312

【投資活動収支】

    税収等収入 4,386,273

    国県等補助金収入 2,404,501

    使用料及び手数料収入 235,689

    その他の収入 103,883

  臨時支出 1,425,742

    移転費用支出 4,515,997

      補助金等支出 3,769,511

      社会保障給付支出 733,522

      その他の支出 12,965

  業務収入 7,130,346

    業務費用支出 2,170,114

      人件費支出 1,097,325

      物件費等支出 996,696

      支払利息支出 29,390

      その他の支出 46,704

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 6,686,111


