
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 3年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 39,652,619 固定負債 8,220,175

有形固定資産 34,626,592 地方債 7,047,368
事業用資産 11,328,207 長期未払金 214,309

土地 2,161,328 退職手当引当金 889,875
立木竹  - 損失補償等引当金 68,623
建物 19,604,657 その他  - 
建物減価償却累計額 △ 11,650,576 流動負債 839,445
工作物 1,365,883 １年内償還予定地方債 624,390
工作物減価償却累計額 △ 882,335 未払金 3,700
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 91,081
航空機  - 預り金 120,274
航空機減価償却累計額  - その他  - 
その他  - 9,059,620
その他減価償却累計額  - 【純資産の部】
建設仮勘定 729,250 固定資産等形成分 40,780,103

インフラ資産 23,169,964 余剰分（不足分） △ 8,564,317
土地 20,123
建物  - 
建物減価償却累計額  - 
工作物 59,288,958
工作物減価償却累計額 △ 36,958,368
その他  - 
その他減価償却累計額  - 
建設仮勘定 819,252

物品 626,742
物品減価償却累計額 △ 498,321

無形固定資産  - 
ソフトウェア  - 
その他  - 

投資その他の資産 5,026,026
投資及び出資金 4,191,054

有価証券 8,552
出資金 4,182,502
その他  - 

投資損失引当金 △ 1,518,684
長期延滞債権 3,663
長期貸付金 10,293
基金 2,341,331

減債基金  - 
その他 2,341,331

その他  - 
徴収不能引当金 △ 1,632

流動資産 1,622,787
現金預金 487,059
未収金 7,923
短期貸付金 2,833
基金 1,127,484

財政調整基金 1,119,473
減債基金 8,011

棚卸資産  - 
その他  - 
徴収不能引当金 △ 2,512 32,215,785

41,275,405 41,275,405

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

福島県田村郡三春町



【様式第２号】

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

（単位：千円）

金額

経常費用 9,172,740

業務費用 4,858,489

人件費 1,452,859

職員給与費 1,099,284

賞与等引当金繰入額 91,081

退職手当引当金繰入額 46,486

その他 216,008

物件費等 3,327,249

物件費 1,400,258

維持補修費 55,742

減価償却費 1,692,386

その他 178,863

その他の業務費用 78,381

支払利息 41,973

徴収不能引当金繰入額 1,393

その他 35,014

移転費用 4,314,251

補助金等 2,954,120

社会保障給付 796,994

他会計への繰出金 555,959

その他 7,178

経常収益 318,948

使用料及び手数料 110,365

その他 208,582

純経常行政コスト 8,853,792

臨時損失 374,497

災害復旧事業費 293,875

資産除売却損 2,173

投資損失引当金繰入額 76,314

損失補償等引当金繰入額 2,135

その他  - 

臨時利益 21,940

資産売却益 21,940

その他  - 

純行政コスト 9,206,350

科目

福島県田村郡三春町



【様式第３号】

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

（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 31,848,324 40,565,501 △ 8,717,177

純行政コスト（△） △ 9,206,350 △ 9,206,350

財源 10,143,631 10,143,631

税収等 6,115,863 6,115,863

国県等補助金 4,027,768 4,027,768

本年度差額 937,281 937,281

固定資産等の変動（内部変動） 1,526,089 △ 1,526,089

有形固定資産等の増加 2,456,763 △ 2,456,763

有形固定資産等の減少 △ 1,692,386 1,692,386

貸付金・基金等の増加 796,269 △ 796,269

貸付金・基金等の減少 △ 34,557 34,557

資産評価差額 0

無償所管換等 △ 583,667 △ 583,667

その他 13,847 △ 727,820 741,668

本年度純資産変動額 367,462 214,602 152,860

本年度末純資産残高 32,215,785 40,780,103 △ 8,564,317

科目 合計

福島県田村郡三春町



【様式第４号】

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

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 7,154,199

業務費用支出 2,791,582
人件費支出 1,401,698
物件費等支出 1,329,419
支払利息支出 41,973
その他の支出 18,491

移転費用支出 4,362,617
補助金等支出 3,002,486
社会保障給付支出 796,994
他会計への繰出支出 555,959
その他の支出 7,178

業務収入 10,054,497
税収等収入 5,710,542
国県等補助金収入 4,027,768
使用料及び手数料収入 109,740
その他の収入 206,447

臨時支出 293,875
災害復旧事業費支出 293,875
その他の支出  - 

臨時収入 164,367
業務活動収支 2,770,790
【投資活動収支】

投資活動支出 3,431,895
公共施設等整備費支出 2,456,763
基金積立金支出 764,269
投資及び出資金支出 178,863
貸付金支出 32,000
その他の支出  - 

投資活動収入 299,228
国県等補助金収入 239,731
基金取崩収入 2,333
貸付金元金回収収入 35,224
資産売却収入 21,940
その他の収入  - 

投資活動収支 △ 3,132,668
【財務活動収支】

財務活動支出 589,155
地方債償還支出 589,155
その他の支出  - 

財務活動収入 1,046,900
地方債発行収入 1,046,900
その他の収入  - 

財務活動収支 457,745
本年度資金収支額 95,868
前年度末資金残高 270,917
本年度末資金残高 366,785

前年度末歳計外現金残高 119,067
本年度歳計外現金増減額 1,206
本年度末歳計外現金残高 120,274
本年度末現金預金残高 487,059

科目

福島県田村郡三春町


