
【様式第1号】

自治体名：浅口市

会計：全体会計 （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 82,386,523   固定負債 36,114,717

    有形固定資産 75,791,867     地方債等 21,659,484

      事業用資産 21,446,987     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 12,727,903

        建物減価償却累計額 -15,367,214   流動負債 3,433,050

        工作物 1,942,251     １年内償還予定地方債等 2,454,113

        工作物減価償却累計額 -927,413     未払金 137,607

        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 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 194,749

        航空機 -     預り金 504,754

        航空機減価償却累計額 -     その他 118,116

        その他 - 負債合計 39,547,767

        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 89,263,450

      インフラ資産 52,993,750   余剰分（不足分） -35,756,013

        土地 14,556,148   他団体出資等分 -

        建物 7,395,125

        建物減価償却累計額 -4,133,313

        工作物 79,965,123

        工作物減価償却累計額 -44,881,120

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 91,787

      物品 8,029,347

      物品減価償却累計額 -6,678,217

    無形固定資産 111,460

      ソフトウェア 104,235

      その他 7,225

    投資その他の資産 6,483,196

      投資及び出資金 644,762

        有価証券 602,502

        出資金 42,260

        その他 -

      長期延滞債権 348,733

      長期貸付金 952,381

      基金 4,546,339

        減債基金 -

        その他 4,546,339

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,019

  流動資産 10,668,681

    現金預金 3,333,246

    未収金 450,837

    短期貸付金 47,833

    基金 6,829,094

      財政調整基金 6,693,514

      減債基金 135,580

    棚卸資産 5,159

    その他 8,560

    徴収不能引当金 -6,047

  繰延資産 - 純資産合計 53,507,436

資産合計 93,055,204 負債及び純資産合計 93,055,204

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：全体会計 （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 25,089,679

    業務費用 9,047,274

      人件費 2,639,891

        職員給与費 1,934,327

        賞与等引当金繰入額 188,792

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 516,772

      物件費等 5,949,754

        物件費 3,303,444

        維持補修費 505,161

        減価償却費 2,141,149

        その他 -

      その他の業務費用 457,629

        支払利息 250,974

        徴収不能引当金繰入額 8,392

        その他 198,264

    移転費用 16,042,405

      補助金等 14,076,057

      社会保障給付 1,963,243

      その他 3,105

  経常収益 989,594

    使用料及び手数料 788,598

    その他 200,996

純経常行政コスト 24,100,085

  臨時損失 107,471

    災害復旧事業費 18,501

    資産除売却損 66,831

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 22,139

  臨時利益 60,779

    資産売却益 6,946

    その他 53,833

純行政コスト 24,146,777



【様式第3号】

自治体名：浅口市

会計：全体会計 （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 49,663,433 63,154,710 -13,491,277 -

  純行政コスト（△） -24,146,777 -24,146,777 -

  財源 23,892,829 23,892,829 -

    税収等 12,315,481 12,315,481 -

    国県等補助金 11,577,347 11,577,347 -

  本年度差額 -253,948 -253,948 -

  固定資産等の変動（内部変動） -860,112 860,112

    有形固定資産等の増加 1,195,578 -1,195,578

    有形固定資産等の減少 -2,201,850 2,201,850

    貸付金・基金等の増加 1,186,850 -1,186,850

    貸付金・基金等の減少 -1,040,690 1,040,690

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -161,122 -161,122

  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 4,259,075 27,129,974 -22,870,899

  本年度純資産変動額 3,844,004 26,108,739 -22,264,736 -

本年度末純資産残高 53,507,436 89,263,450 -35,756,013 -

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：全体会計 （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 22,961,967

    業務費用支出 6,918,778

      人件費支出 2,615,121

      物件費等支出 3,807,299

      支払利息支出 250,974

      その他の支出 245,384

    移転費用支出 16,043,188

      補助金等支出 14,076,057

      社会保障給付支出 1,963,243

      その他の支出 3,888

  業務収入 24,213,424

    税収等収入 12,188,584

    国県等補助金収入 11,107,335

    使用料及び手数料収入 744,971

    その他の収入 172,534

  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 251,952

業務活動収支 1,462,770

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,351,597

    公共施設等整備費支出 1,170,756

    基金積立金支出 1,081,234

    投資及び出資金支出 99,608

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,336,761

    国県等補助金収入 290,705

    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 18,405

    その他の収入 4,813

投資活動収支 -1,014,836

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,268,881

    地方債等償還支出 2,242,777

    その他の支出 26,105

  財務活動収入 1,823,113

    地方債等発行収入 1,445,142

    その他の収入 377,971

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 3,333,246

財務活動収支 -445,768

本年度資金収支額 2,166

前年度末資金残高 2,876,452

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,878,617


