
【様式第1号】

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 22,151,164   固定負債 2,317,692

    有形固定資産 20,469,113     地方債等 1,817,486

      事業用資産 10,110,142     長期未払金 -

        土地 863,783     退職手当引当金 493,899

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 5,582,618     その他 6,307

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 270,241

        建物 6,227,447     １年内償還予定地方債等 232,576

        建物減価償却累計額 -3,167,512     未払金 197

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,222,629     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -643,604     前受収益 112

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 25,800

        船舶 -     預り金 8,066

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,490

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 2,587,933

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 23,406,313

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -2,383,983

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 24,781

      インフラ資産 9,927,120

        土地 32,060

        土地減損損失累計額 -

        建物 156,231

        建物減価償却累計額 -116,847

        建物減損損失累計額 -

        工作物 26,579,022

        工作物減価償却累計額 -16,806,558

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 83,212

      物品 1,178,377

      物品減価償却累計額 -746,527

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 793

      ソフトウェア 793

      その他 0

    投資その他の資産 1,681,258

      投資及び出資金 39,055

        有価証券 9,931

        出資金 29,123

        その他 -

      長期延滞債権 1,257

      長期貸付金 2,868

      基金 1,630,179

        減債基金 -

        その他 1,630,179

      その他 10,017

      徴収不能引当金 -2,117

  流動資産 1,459,100

    現金預金 190,459

    未収金 8,845

    短期貸付金 42

    基金 1,255,107

      財政調整基金 621,258

      減債基金 633,849

    棚卸資産 4,646

    その他 0

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 21,022,330

資産合計 23,610,263 負債及び純資産合計 23,610,263

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,338

    その他 0

純行政コスト 2,540,608

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,216

  臨時利益 3,338

  臨時損失 127,030

    災害復旧事業費 113,881

    資産除売却損 9,933

    使用料及び手数料 60,256

    その他 150,183

純経常行政コスト 2,416,917

      社会保障給付 448,452

      その他 1,416

  経常収益 210,439

        その他 14,242

    移転費用 787,464

      補助金等 337,651

      その他の業務費用 21,177

        支払利息 6,950

        徴収不能引当金繰入額 -15

        維持補修費 159,293

        減価償却費 737,588

        その他 6,228

        その他 81,461

      物件費等 1,350,128

        物件費 447,019

        職員給与費 333,894

        賞与等引当金繰入額 25,800

        退職手当引当金繰入額 27,432

  経常費用 2,627,356

    業務費用 1,839,893

      人件費 468,587

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】

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 21,057,947 23,083,316 -2,025,369 -

  純行政コスト（△） -2,540,608 -2,540,608 -

  財源 2,493,845 2,493,845 -

    税収等 1,732,526 1,732,526 -

    国県等補助金 761,319 761,319 -

  本年度差額 -46,764 -46,764 -

  固定資産等の変動（内部変動） 310,077 -310,077

    有形固定資産等の増加 871,634 -871,634

    有形固定資産等の減少 -747,521 747,521

    貸付金・基金等の増加 195,879 -195,879

    貸付金・基金等の減少 -9,915 9,915

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,530 -4,530

  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 15,722 17,449 -1,727 -

  その他 -45 1 -46

  本年度純資産変動額 -35,617 322,997 -358,614 -

本年度末純資産残高 21,022,330 23,406,313 -2,383,983 -

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】

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 7,790

本年度歳計外現金増減額 179

本年度末歳計外現金残高 7,969

本年度末現金預金残高 190,459

財務活動収支 161,936

本年度資金収支額 -201,548

前年度末資金残高 383,840

比例連結割合変更に伴う差額 199

本年度末資金残高 182,490

    地方債等償還支出 257,282

    その他の支出 6,071

  財務活動収入 425,289

    地方債等発行収入 425,289

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,338

    その他の収入 26

投資活動収支 -970,947

【財務活動収支】

  財務活動支出 263,352

    その他の支出 26

  投資活動収入 95,372

    国県等補助金収入 82,156

    基金取崩収入 9,774

    貸付金元金回収収入 78

  投資活動支出 1,066,319

    公共施設等整備費支出 868,269

    基金積立金支出 197,724

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 300

    災害復旧事業費支出 113,881

    その他の支出 -

  臨時収入 45,558

業務活動収支 607,463

【投資活動収支】

    税収等収入 1,726,727

    国県等補助金収入 633,605

    使用料及び手数料収入 59,531

    その他の収入 150,944

  臨時支出 113,881

    移転費用支出 813,802

      補助金等支出 337,651

      社会保障給付支出 448,452

      その他の支出 27,754

  業務収入 2,570,807

    業務費用支出 1,081,220

      人件費支出 446,368

      物件費等支出 613,672

      支払利息支出 6,950

      その他の支出 14,230

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 1,895,022



自治体名：大鹿村

会計：連結会計 （単位：円）

令和2年度 令和元年度 平成30年度

住民一人当たり資産額 24,166,083 23,482,739 23,525,924

歳入額対資産比率 6.71 7.35 7.93

有形固定資産減価償却率 60.7％ 60.3％ 59.2％

純資産比率 89.0％ 89.7％ 89.7％

社会資本等形成の世代間負担比率 
（将来世代負担比率）

10.0％ 9.3％ 9.2％

住民一人当たり負債額 2,648,857 2,424,792 2,424,549

基礎的財政収支（プライマリーバランス） -168,584,416 81,001,629 -213,539,173

債務償還比率 0.00 0.00 0.00

債務償還比率（参考値） 3.03 3.42 9.04

住民一人当たり行政コスト 2,600,418 2,489,274 2,430,793

行政コスト対税収等比率 96.9％ 97.9％ 116.8％

経常収支比率（参考値） 0.0％ 0.0％ 0.0％

受益者負担の割合 8.0％ 13.9％ 7.9％

財政力指数（参考値） 0 0 0

実質赤字比率 0.0％ 0.0％ 0.0％

連結実質赤字比率 0.0％ 0.0％ 0.0％

実質公債費比率 0.0％ 0.0％ 0.0％

将来負担比率 0.0％ 0.0％ 0.0％

行政コストの状況

受益者負担の状況

健全化判断比率
（参考値）

指標一覧

指標

資産の状況

資産と負債の比率

負債の状況
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