
【様式第1号】

自治体名：浅口市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 50,751,743   固定負債 13,169,857

    有形固定資産 45,335,241     地方債 11,370,382

      事業用資産 21,437,382     長期未払金 -

        土地 12,473,440     退職手当引当金 1,727,330

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 23,285,916     その他 72,145

        建物減価償却累計額 -15,367,214   流動負債 2,215,245

        工作物 1,926,372     １年内償還予定地方債 1,556,178

        工作物減価償却累計額 -921,139     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 175,257

        航空機 -     預り金 454,629

        航空機減価償却累計額 -     その他 29,182

        その他 - 負債合計 15,385,102

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 40,008   固定資産等形成分 57,509,221

      インフラ資産 23,691,999   余剰分（不足分） -14,164,607

        土地 13,063,062

        建物 2,997,260

        建物減価償却累計額 -2,190,624

        工作物 41,159,467

        工作物減価償却累計額 -31,340,147

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,981

      物品 1,042,424

      物品減価償却累計額 -836,565

    無形固定資産 97,220

      ソフトウェア 97,220

      その他 -

    投資その他の資産 5,319,281

      投資及び出資金 33,869

        有価証券 23

        出資金 33,846

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 242,837

      長期貸付金 952,381

      基金 4,096,039

        減債基金 -

        その他 4,096,039

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,844

  流動資産 7,977,974

    現金預金 1,038,605

    未収金 185,286

    短期貸付金 47,833

    基金 6,709,645

      財政調整基金 6,574,065

      減債基金 135,580

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,395 純資産合計 43,344,614

資産合計 58,729,716 負債及び純資産合計 58,729,716

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：浅口市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 17,208,307

    業務費用 6,734,541

      人件費 2,452,177

        職員給与費 1,790,390

        賞与等引当金繰入額 175,257

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 486,531

      物件費等 4,102,586

        物件費 2,472,340

        維持補修費 464,523

        減価償却費 1,165,724

        その他 -

      その他の業務費用 179,778

        支払利息 50,826

        徴収不能引当金繰入額 5,034

        その他 123,918

    移転費用 10,473,766

      補助金等 7,549,206

      社会保障給付 1,962,090

      他会計への繰出金 959,389

      その他 3,081

  経常収益 271,231

    使用料及び手数料 78,212

    その他 193,019

純経常行政コスト 16,937,076

  臨時損失 84,720

    災害復旧事業費 18,501

    資産除売却損 66,219

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 17,014,851

    その他 -

  臨時利益 6,946

    資産売却益 6,946



【様式第3号】

自治体名：浅口市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 43,878,948 58,243,356 -14,364,408

  純行政コスト（△） -17,014,851 -17,014,851

  財源 16,651,059 16,651,059

    税収等 9,839,928 9,839,928

    国県等補助金 6,811,131 6,811,131

  本年度差額 -363,792 -363,792

  固定資産等の変動（内部変動） -563,593 563,593

    有形固定資産等の増加 702,900 -702,900

    有形固定資産等の減少 -1,225,812 1,225,812

    貸付金・基金等の増加 986,419 -986,419

    貸付金・基金等の減少 -1,027,100 1,027,100

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -170,542 -170,542

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -534,333 -734,135 199,802

本年度末純資産残高 43,344,614 57,509,221 -14,164,607

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



【様式第4号】

自治体名：浅口市

会計：一般会計等 （単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 16,041,256

    業務費用支出 5,567,490

      人件費支出 2,438,194

      物件費等支出 2,954,243

      支払利息支出 50,826

      その他の支出 124,228

    移転費用支出 10,473,766

      補助金等支出 7,549,206

      社会保障給付支出 1,962,090

      他会計への繰出支出 959,389

      その他の支出 3,081

  業務収入 16,711,496

    税収等収入 9,767,873

    国県等補助金収入 6,702,185

    使用料及び手数料収入 78,268

    その他の収入 163,170

  臨時支出 18,501

    災害復旧事業費支出 18,501

    その他の支出 -

  臨時収入 10,134

業務活動収支 661,873

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,651,336

    公共施設等整備費支出 670,824

    基金積立金支出 980,512

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,076,132

    国県等補助金収入 35,098

    基金取崩収入 956,971

    貸付金元金回収収入 65,868

    資産売却収入 18,195

    その他の収入 -

投資活動収支 -575,204

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,405,077

    地方債償還支出 1,378,972

    その他の支出 26,105

  財務活動収入 1,249,442

    地方債発行収入 1,249,442

前年度末歳計外現金残高 426,325

本年度歳計外現金増減額 28,304

本年度末歳計外現金残高 454,629

本年度末現金預金残高 1,038,605

    その他の収入 -

財務活動収支 -155,635

本年度資金収支額 -68,966

前年度末資金残高 652,942

本年度末資金残高 583,976


