
【様式第1号】

自治体名：上峰町

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 21,875,494   固定負債 6,630,145

    有形固定資産 15,230,865     地方債等 5,972,152

      事業用資産 7,535,876     長期未払金 -

        土地 3,799,982     退職手当引当金 498,956

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,691,033     その他 159,037

        建物減価償却累計額 -7,168,433   流動負債 848,803

        工作物 395,286     １年内償還予定地方債等 748,853

        工作物減価償却累計額 -198,273     未払金 20,638

        船舶 76     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -76     前受金 960

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 59,861

        航空機 -     預り金 16,850

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,642

        その他 - 負債合計 7,478,948

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 16,282   固定資産等形成分 22,573,012

      インフラ資産 7,133,170   余剰分（不足分） -6,675,385

        土地 866,449   他団体出資等分 -

        建物 2,238,150

        建物減価償却累計額 -1,343,741

        工作物 10,718,268

        工作物減価償却累計額 -5,505,270

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 159,314

      物品 3,250,793

      物品減価償却累計額 -2,688,974

    無形固定資産 231,402

      ソフトウェア 46,054

      その他 185,348

    投資その他の資産 6,413,226

      投資及び出資金 15,791

        有価証券 -

        出資金 15,791

        その他 -

      長期延滞債権 63,675

      長期貸付金 -

      基金 6,331,659

        減債基金 -

        その他 6,331,659

      その他 6,388

      徴収不能引当金 -4,287

  流動資産 1,501,081

    現金預金 756,157

    未収金 48,066

    短期貸付金 -

    基金 697,518

      財政調整基金 489,322

      減債基金 208,196

    棚卸資産 1,102

    その他 110

    徴収不能引当金 -1,871

  繰延資産 - 純資産合計 15,897,627

資産合計 23,376,575 負債及び純資産合計 23,376,575

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：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 金額

  経常費用 11,369,874

    業務費用 5,738,520

      人件費 827,488

        職員給与費 673,900

        賞与等引当金繰入額 59,737

        退職手当引当金繰入額 7,879

        その他 85,973

      物件費等 4,729,722

        物件費 3,965,726

        維持補修費 77,002

        減価償却費 686,995

        その他 -

      その他の業務費用 181,309

        支払利息 69,506

        徴収不能引当金繰入額 6,108

        その他 105,695

    移転費用 5,631,355

      補助金等 4,714,792

      社会保障給付 903,317

      その他 13,246

  経常収益 541,858

    使用料及び手数料 394,165

    その他 147,694

純経常行政コスト 10,828,016

  臨時損失 24,904

    災害復旧事業費 18,106

    資産除売却損 6,550

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 248

  臨時利益 1,672

    資産売却益 1,651

    その他 21

純行政コスト 10,851,247



【様式第3号】

自治体名：上峰町

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 14,779,648 21,982,722 -7,203,073 -

  純行政コスト（△） -10,851,247 -10,851,247 -

  財源 11,983,761 11,983,761 -

    税収等 8,214,972 8,214,972 -

    国県等補助金 3,768,789 3,768,789 -

  本年度差額 1,132,514 1,132,514 -

  固定資産等の変動（内部変動） 602,988 -602,988

    有形固定資産等の増加 505,588 -505,588

    有形固定資産等の減少 -693,545 693,545

    貸付金・基金等の増加 4,621,360 -4,621,360

    貸付金・基金等の減少 -3,830,414 3,830,414

  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 -17,368 -13,674 -3,694 -

  その他 2,832 976 1,856

  本年度純資産変動額 1,117,978 590,290 527,688 -

本年度末純資産残高 15,897,627 22,573,012 -6,675,385 -

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：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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 10,672,075

    業務費用支出 5,040,720

      人件費支出 820,720

      物件費等支出 4,046,140

      支払利息支出 69,506

      その他の支出 104,354

    移転費用支出 5,631,355

      補助金等支出 4,714,792

      社会保障給付支出 903,317

      その他の支出 13,246

  業務収入 12,424,824

    税収等収入 8,203,286

    国県等補助金収入 3,719,205

    使用料及び手数料収入 395,898

    その他の収入 106,434

  臨時支出 18,354

    災害復旧事業費支出 18,106

    その他の支出 248

  臨時収入 6,372

業務活動収支 1,740,768

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,101,766

    公共施設等整備費支出 511,359

    基金積立金支出 4,570,407

    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 3,789,832

    国県等補助金収入 45,629

    基金取崩収入 3,714,209

    貸付金元金回収収入 20,000

    資産売却収入 1,652

    その他の収入 8,342

投資活動収支 -1,311,934

【財務活動収支】

  財務活動支出 803,261

    地方債等償還支出 802,577

    その他の支出 684

  財務活動収入 479,517

    地方債等発行収入 479,407

    その他の収入 110

前年度末歳計外現金残高 10,729

本年度歳計外現金増減額 469

本年度末歳計外現金残高 11,198

本年度末現金預金残高 756,157

財務活動収支 -323,744

本年度資金収支額 105,089

前年度末資金残高 646,844

比例連結割合変更に伴う差額 -6,974

本年度末資金残高 744,959


