
【様式第1号】

自治体名：上峰町

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 19,745,751   固定負債 5,877,860

    有形固定資産 13,713,194     地方債等 5,749,811

      事業用資産 6,889,818     長期未払金 -

        土地 3,718,377     退職手当引当金 128,049

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,528,164     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,547,631   流動負債 774,888

        工作物 367,741     １年内償還予定地方債等 714,515

        工作物減価償却累計額 -180,263     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 49,553

        航空機 -     預り金 10,820

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,652,748

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,431   固定資産等形成分 20,413,062

      インフラ資産 6,501,925   余剰分（不足分） -6,154,236

        土地 830,346   他団体出資等分 -

        建物 2,159,740

        建物減価償却累計額 -1,306,233

        工作物 8,934,167

        工作物減価償却累計額 -4,271,423

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 155,329

      物品 2,086,856

      物品減価償却累計額 -1,765,405

    無形固定資産 45,323

      ソフトウェア 44,855

      その他 468

    投資その他の資産 5,987,235

      投資及び出資金 115,891

        有価証券 -

        出資金 115,891

        その他 -

      投資損失引当金 1

      長期延滞債権 59,419

      長期貸付金 -

      基金 5,815,674

        減債基金 -

        その他 5,815,674

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,750

  流動資産 1,165,824

    現金預金 480,841

    未収金 19,316

    短期貸付金 -

    基金 667,311

      財政調整基金 459,115

      減債基金 208,196

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,645

  繰延資産 - 純資産合計 14,258,827

資産合計 20,911,575 負債及び純資産合計 20,911,575

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：上峰町

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 金額

  経常費用 9,323,222

    業務費用 5,080,959

      人件費 670,158

        職員給与費 543,681

        賞与等引当金繰入額 49,553

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 76,924

      物件費等 4,279,774

        物件費 3,677,797

        維持補修費 44,855

        減価償却費 557,122

        その他 -

      その他の業務費用 131,027

        支払利息 65,772

        徴収不能引当金繰入額 5,395

        その他 59,859

    移転費用 4,242,262

      補助金等 3,335,480

      社会保障給付 903,317

      その他 3,465

  経常収益 361,473

    使用料及び手数料 232,418

    その他 129,055

純経常行政コスト 8,961,749

  臨時損失 19,551

    災害復旧事業費 18,106

    資産除売却損 1,446

純行政コスト 8,979,673

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,628

    投資損失引当金繰入額 -1

    資産売却益 1,628

    その他 0



【様式第3号】

自治体名：上峰町

会計：全体会計 （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 13,153,398 19,715,876 -6,562,478 -

  純行政コスト（△） -8,979,673 -8,979,673 -

  財源 10,085,081 10,085,081 -

    税収等 7,236,432 7,236,432 -

    国県等補助金 2,848,649 2,848,649 -

  本年度差額 1,105,408 1,105,408 -

  固定資産等の変動（内部変動） 697,166 -697,166

    有形固定資産等の増加 430,683 -430,683

    有形固定資産等の減少 -558,568 558,568

    貸付金・基金等の増加 4,570,981 -4,570,981

    貸付金・基金等の減少 -3,745,931 3,745,931

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 20 20 -

  本年度純資産変動額 1,105,428 697,186 408,242 -

本年度末純資産残高 14,258,827 20,413,062 -6,154,236 -

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】

自治体名：上峰町

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,757,448

    業務費用支出 4,515,186

      人件費支出 668,242

      物件費等支出 3,722,652

      支払利息支出 65,772

      その他の支出 58,520

    移転費用支出 4,242,262

      補助金等支出 3,335,480

      社会保障給付支出 903,317

      その他の支出 3,465

  業務収入 10,355,110

    税収等収入 7,234,976

    国県等補助金収入 2,798,601

    使用料及び手数料収入 233,514

    その他の収入 88,018

  臨時支出 18,106

    災害復旧事業費支出 18,106

    その他の支出 -

  臨時収入 6,283

業務活動収支 1,585,839

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,975,760

    公共施設等整備費支出 430,683

    基金積立金支出 4,525,077

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,761,155

    国県等補助金収入 43,765

    基金取崩収入 3,695,763

    貸付金元金回収収入 20,000

    資産売却収入 1,628

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,214,605

【財務活動収支】

  財務活動支出 767,489

    地方債等償還支出 767,489

    その他の支出 -

  財務活動収入 450,503

    地方債等発行収入 450,503

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 10,626

本年度歳計外現金増減額 194

本年度末歳計外現金残高 10,820

本年度末現金預金残高 480,841

財務活動収支 -316,986

本年度資金収支額 54,247

前年度末資金残高 415,775

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 470,022


