
【様式第1号】

自治体名：浅口市

会計：連結会計 （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 85,637,107   固定負債 37,104,386

    有形固定資産 78,060,183     地方債等 22,012,068

      事業用資産 22,507,938     長期未払金 -

        土地 12,834,446     退職手当引当金 2,296,848

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,611,565     その他 12,795,470

        建物減価償却累計額 -17,221,445   流動負債 3,587,189

        工作物 1,976,390     １年内償還予定地方債等 2,546,725

        工作物減価償却累計額 -938,988     未払金 165,577

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 23,710

        浮標等 -     前受収益 516

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 225,711

        航空機 -     預り金 506,833

        航空機減価償却累計額 -     その他 118,116

        その他 - 負債合計 40,691,575

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 245,971   固定資産等形成分 92,562,822

      インフラ資産 53,796,636   余剰分（不足分） -36,225,566

        土地 14,708,326   他団体出資等分 -

        建物 7,537,300

        建物減価償却累計額 -4,214,243

        工作物 81,074,025

        工作物減価償却累計額 -45,471,924

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 163,152

      物品 11,349,605

      物品減価償却累計額 -9,593,996

    無形固定資産 217,267

      ソフトウェア 107,082

      その他 110,185

    投資その他の資産 7,359,657

      投資及び出資金 725,245

        有価証券 701,399

        出資金 23,846

        その他 -

      長期延滞債権 348,798

      長期貸付金 952,381

      基金 5,341,925

        減債基金 -

        その他 5,341,925

      その他 354

      徴収不能引当金 -9,047

  流動資産 11,391,724

    現金預金 3,828,722

    未収金 473,782

    短期貸付金 47,833

    基金 6,877,882

      財政調整基金 6,742,302

      減債基金 135,580

    棚卸資産 157,863

    その他 11,788

    徴収不能引当金 -6,146

  繰延資産 - 純資産合計 56,337,255

資産合計 97,028,831 負債及び純資産合計 97,028,831

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：浅口市

会計：連結会計 （単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 31,687,069

    業務費用 11,570,433

      人件費 3,205,603

        職員給与費 2,289,289

        賞与等引当金繰入額 219,754

        退職手当引当金繰入額 170,389

        その他 526,171

      物件費等 6,624,198

        物件費 3,721,198

        維持補修費 593,096

        減価償却費 2,290,342

        その他 19,562

      その他の業務費用 1,740,633

        支払利息 254,773

        徴収不能引当金繰入額 8,495

        その他 1,477,364

    移転費用 20,116,635

      補助金等 18,137,073

      社会保障給付 1,969,513

      その他 10,049

  経常収益 2,731,369

    使用料及び手数料 1,147,576

    その他 1,583,794

純経常行政コスト 28,955,699

  臨時損失 108,327

    災害復旧事業費 18,501

    資産除売却損 67,687

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 22,139

  臨時利益 61,084

    資産売却益 7,248

    その他 53,836

純行政コスト 29,002,943



【様式第3号】

自治体名：浅口市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 52,174,469 66,213,179 -14,038,710 -

  純行政コスト（△） -29,002,943 -29,002,943 -

  財源 29,121,966 29,121,966 -

    税収等 14,798,940 14,798,940 -

    国県等補助金 14,323,026 14,323,026 -

  本年度差額 119,023 119,023 -

  固定資産等の変動（内部変動） -530,882 530,882

    有形固定資産等の増加 1,437,327 -1,437,327

    有形固定資産等の減少 -2,370,248 2,370,248

    貸付金・基金等の増加 1,512,903 -1,512,903

    貸付金・基金等の減少 -1,110,865 1,110,865

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -112,641 -112,641

  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 -53,822 -87,958 34,137 -

  その他 4,210,225 27,081,124 -22,870,899

  本年度純資産変動額 4,162,786 26,349,643 -22,186,857 -

本年度末純資産残高 56,337,255 92,562,822 -36,225,566 -

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



【様式第4号】

自治体名：浅口市

会計：連結会計 （単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 29,404,852

    業務費用支出 9,146,093

      人件費支出 3,047,954

      物件費等支出 4,307,139

      支払利息支出 254,773

      その他の支出 1,536,226

    移転費用支出 20,258,760

      補助金等支出 18,136,073

      社会保障給付支出 1,969,513

      その他の支出 153,173

  業務収入 31,130,618

    税収等収入 14,669,969

    国県等補助金収入 13,805,387

    使用料及び手数料収入 1,099,832

    その他の収入 1,555,429

  臨時支出 40,640

    災害復旧事業費支出 18,501

    その他の支出 22,139

  臨時収入 252,278

業務活動収支 1,937,404

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,919,472

    公共施設等整備費支出 1,412,505

    基金積立金支出 1,377,524

    投資及び出資金支出 129,444

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,472,873

    国県等補助金収入 338,103

    基金取崩収入 1,109,880

    貸付金元金回収収入 1,370

    資産売却収入 18,708

    その他の収入 4,813

投資活動収支 -1,446,599

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,320,711

    地方債等償還支出 2,294,606

    その他の支出 26,105

  財務活動収入 1,879,077

    地方債等発行収入 1,501,106

    その他の収入 377,971

前年度末歳計外現金残高 426,371

本年度歳計外現金増減額 28,307

本年度末歳計外現金残高 454,678

本年度末現金預金残高 3,828,722

財務活動収支 -441,634

本年度資金収支額 49,171

前年度末資金残高 3,324,983

比例連結割合変更に伴う差額 -110

本年度末資金残高 3,374,044


