
【様式第1号】

自治体名：太良町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 39,453,738,871   固定負債 6,413,438,220

    有形固定資産 35,125,316,208     地方債等 5,288,615,860

      事業用資産 8,213,466,116     長期未払金 -

        土地 1,656,183,631     退職手当引当金 622,044,869

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

        建物 13,236,297,516     その他 502,777,491

        建物減価償却累計額 -7,538,212,468   流動負債 800,736,877

        工作物 1,419,137,702     １年内償還予定地方債等 588,689,780

        工作物減価償却累計額 -862,858,620     未払金 65,058,499

        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 93,398,378

        航空機 -     預り金 41,917,963

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

        その他 - 負債合計 7,214,175,097

        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 42,408,782,957

      インフラ資産 26,471,908,757   余剰分（不足分） -4,831,891,874

        土地 509,652,319   他団体出資等分 -

        建物 655,301,608

        建物減価償却累計額 -527,664,923

        工作物 45,852,589,023

        工作物減価償却累計額 -20,060,568,590

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 42,599,320

      物品 1,778,738,386

      物品減価償却累計額 -1,338,797,051

    無形固定資産 4,482,912

      ソフトウェア 4,482,912

      その他 -

    投資その他の資産 4,323,939,751

      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 -

      長期延滞債権 15,519,341

      長期貸付金 -

      基金 4,244,813,154

        減債基金 -

        その他 4,244,813,154

      その他 -

      徴収不能引当金 -717,812

  流動資産 5,337,327,309

    現金預金 2,155,258,616

    未収金 219,769,625

    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 7,520,093

    その他 691,275

    徴収不能引当金 -956,386

  繰延資産 - 純資産合計 37,576,891,083

資産合計 44,791,066,180 負債及び純資産合計 44,791,066,180

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：太良町

会計：全体会計 （単位：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 8,926,266,309

    業務費用 5,710,453,016

      人件費 1,649,207,401

        職員給与費 1,332,762,838

        賞与等引当金繰入額 93,398,378

        退職手当引当金繰入額 30,501,187

        その他 192,544,998

      物件費等 3,942,965,903

        物件費 2,137,018,257

        維持補修費 410,602,120

        減価償却費 1,395,345,526

        その他 -

      その他の業務費用 118,279,712

        支払利息 45,961,383

        徴収不能引当金繰入額 1,674,198

        その他 70,644,131

    移転費用 3,215,813,293

      補助金等 2,673,826,415

      社会保障給付 479,015,478

      その他 62,971,400

  経常収益 1,328,695,767

    使用料及び手数料 1,121,571,651

    その他 207,124,116

純経常行政コスト 7,597,570,542

  臨時損失 1,385,314,132

    災害復旧事業費 106,359,091

    資産除売却損 6,695,568

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,272,259,473

  臨時利益 40,737,404

    資産売却益 20,442,985

    その他 20,294,419

純行政コスト 8,942,147,270



【様式第3号】

自治体名：太良町

会計：全体会計 （単位：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 37,562,408,523 42,762,924,079 -5,200,515,556 -

  純行政コスト（△） -8,942,147,270 -8,942,147,270 -

  財源 8,943,002,233 8,943,002,233 -

    税収等 5,219,585,004 5,219,585,004 -

    国県等補助金 3,723,417,229 3,723,417,229 -

  本年度差額 854,963 854,963 -

  固定資産等の変動（内部変動） -363,577,779 363,577,779

    有形固定資産等の増加 845,083,582 -845,083,582

    有形固定資産等の減少 -1,399,178,394 1,399,178,394

    貸付金・基金等の増加 1,416,822,230 -1,416,822,230

    貸付金・基金等の減少 -1,226,305,197 1,226,305,197

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,436,657 9,436,657

  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 4,190,940 - 4,190,940

  本年度純資産変動額 14,482,560 -354,141,122 368,623,682 -

本年度末純資産残高 37,576,891,083 42,408,782,957 -4,831,891,874 -

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：太良町

会計：全体会計 （単位：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 7,482,386,177

    業務費用支出 4,266,572,884

      人件費支出 1,610,037,487

      物件費等支出 2,540,905,346

      支払利息支出 45,961,383

      その他の支出 69,668,668

    移転費用支出 3,215,813,293

      補助金等支出 2,673,826,415

      社会保障給付支出 479,015,478

      その他の支出 62,971,400

  業務収入 8,484,555,535

    税収等収入 5,092,966,676

    国県等補助金収入 2,062,858,565

    使用料及び手数料収入 1,121,659,175

    その他の収入 207,071,119

  臨時支出 1,381,422,981

    災害復旧事業費支出 106,359,091

    その他の支出 1,275,063,890

  臨時収入 1,300,894,000

業務活動収支 921,640,377

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,250,545,965

    公共施設等整備費支出 845,083,582

    基金積立金支出 1,355,462,383

    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 1,643,596,710

    国県等補助金収入 377,723,502

    基金取崩収入 1,162,330,223

    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 33,100,000

投資活動収支 -606,949,255

【財務活動収支】

  財務活動支出 575,055,597

    地方債等償還支出 563,383,340

    その他の支出 11,672,257

  財務活動収入 487,342,000

    地方債等発行収入 444,777,000

    その他の収入 42,565,000

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 2,155,258,616

財務活動収支 -87,713,597

本年度資金収支額 226,977,525

前年度末資金残高 1,891,727,179

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,118,704,704


