
【様式第1号】

自治体名：太良町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 36,711,314,834   固定負債 4,832,105,230

    有形固定資産 32,532,494,246     地方債 4,055,335,522

      事業用資産 7,141,909,666     長期未払金 -

        土地 1,419,761,539     退職手当引当金 473,291,000

        立木竹 298,507,355     損失補償等引当金 -

        建物 11,297,349,943     その他 303,478,708

        建物減価償却累計額 -6,420,393,342   流動負債 599,824,312

        工作物 1,289,056,052     １年内償還予定地方債 494,363,637

        工作物減価償却累計額 -746,782,881     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 57,234,506

        航空機 -     預り金 36,553,912

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,672,257

        その他 - 負債合計 5,431,929,542

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,411,000   固定資産等形成分 39,666,358,920

      インフラ資産 25,195,891,658   余剰分（不足分） -5,184,144,654

        土地 494,353,521

        建物 47,631,084

        建物減価償却累計額 -46,266,135

        工作物 43,513,498,856

        工作物減価償却累計額 -18,855,924,988

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 42,599,320

      物品 791,217,366

      物品減価償却累計額 -596,524,444

    無形固定資産 4,257,408

      ソフトウェア 4,257,408

      その他 -

    投資その他の資産 4,174,563,180

      投資及び出資金 64,325,068

        有価証券 50,000

        出資金 64,275,068

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 6,905,266

      長期貸付金 -

      基金 4,103,720,864

        減債基金 -

        その他 4,103,720,864

      その他 -

      徴収不能引当金 -388,018

  流動資産 3,202,828,974

    現金預金 237,036,437

    未収金 11,525,126

    短期貸付金 -

    基金 2,955,044,086

      財政調整基金 1,428,970,623

      減債基金 1,526,073,463

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -776,675 純資産合計 34,482,214,266

資産合計 39,914,143,808 負債及び純資産合計 39,914,143,808

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：太良町

会計：一般会計等 （単位：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 金額

  経常費用 6,419,297,612

    業務費用 4,368,185,407

      人件費 951,001,631

        職員給与費 694,579,402

        賞与等引当金繰入額 57,234,506

        退職手当引当金繰入額 28,317,000

        その他 170,870,723

      物件費等 3,373,456,288

        物件費 1,801,653,038

        維持補修費 383,679,802

        減価償却費 1,188,123,448

        その他 -

      その他の業務費用 43,727,488

        支払利息 18,222,849

        徴収不能引当金繰入額 1,164,693

        その他 24,339,946

    移転費用 2,051,112,205

      補助金等 1,157,186,723

      社会保障給付 479,015,478

      他会計への繰出金 352,499,304

      その他 62,410,700

  経常収益 227,349,767

    使用料及び手数料 71,857,115

    その他 155,492,652

純経常行政コスト 6,191,947,845

  臨時損失 1,367,327,871

    災害復旧事業費 106,359,091

    資産除売却損 3,009,307

    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 7,538,832,731

    その他 1,257,959,473

  臨時利益 20,442,985

    資産売却益 20,442,985



【様式第3号】

自治体名：太良町

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 34,673,174,590 39,928,579,958 -5,255,405,368

  純行政コスト（△） -7,538,832,731 -7,538,832,731

  財源 7,337,589,995 7,337,589,995

    税収等 4,818,497,928 4,818,497,928

    国県等補助金 2,519,092,067 2,519,092,067

  本年度差額 -201,242,736 -201,242,736

  固定資産等の変動（内部変動） -272,503,450 272,503,450

    有形固定資産等の増加 730,129,992 -730,129,992

    有形固定資産等の減少 -1,188,245,255 1,188,245,255

    貸付金・基金等の増加 1,334,175,333 -1,334,175,333

    貸付金・基金等の減少 -1,148,563,520 1,148,563,520

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 10,282,412 10,282,412

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -190,960,324 -262,221,038 71,260,714

本年度末純資産残高 34,482,214,266 39,666,358,920 -5,184,144,654

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：太良町

会計：一般会計等 （単位：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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,200,731,867

    業務費用支出 3,149,619,662

      人件費支出 922,032,879

      物件費等支出 2,185,332,840

      支払利息支出 18,222,849

      その他の支出 24,031,094

    移転費用支出 2,051,112,205

      補助金等支出 1,157,186,723

      社会保障給付支出 479,015,478

      他会計への繰出支出 352,499,304

      その他の支出 62,410,700

  業務収入 5,896,850,803

    税収等収入 4,800,369,895

    国県等補助金収入 869,320,067

    使用料及び手数料収入 71,668,189

    その他の収入 155,492,652

  臨時支出 1,367,122,981

    災害復旧事業費支出 106,359,091

    その他の支出 1,260,763,890

  臨時収入 1,286,441,000

業務活動収支 615,436,955

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,058,458,430

    公共施設等整備費支出 730,129,992

    基金積立金支出 1,278,328,438

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,537,274,208

    国県等補助金収入 363,331,000

    基金取崩収入 1,092,330,223

    貸付金元金回収収入 50,000,000

    資産売却収入 20,442,985

    その他の収入 11,170,000

投資活動収支 -521,184,222

【財務活動収支】

  財務活動支出 481,036,933

    地方債償還支出 469,364,676

    その他の支出 11,672,257

  財務活動収入 424,777,000

    地方債発行収入 424,777,000

前年度末歳計外現金残高 27,422,787

本年度歳計外現金増減額 9,131,125

本年度末歳計外現金残高 36,553,912

本年度末現金預金残高 237,036,437

    その他の収入 -

財務活動収支 -56,259,933

本年度資金収支額 37,992,800

前年度末資金残高 162,489,725

本年度末資金残高 200,482,525


