
【様式第1号】

自治体名：太良町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 40,892,498,426   固定負債 7,102,259,481

    有形固定資産 36,200,300,365     地方債等 5,667,715,193

      事業用資産 9,173,196,399     長期未払金 -

        土地 1,745,236,817     退職手当引当金 931,766,797

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

        建物 14,739,514,343     その他 502,777,491

        建物減価償却累計額 -8,247,558,034   流動負債 864,953,437

        工作物 1,539,544,723     １年内償還予定地方債等 643,616,484

        工作物減価償却累計額 -930,920,226     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 102,507,308

        航空機 -     預り金 42,098,889

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

        その他 - 負債合計 7,967,212,918

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 28,871,421   固定資産等形成分 43,951,340,567

      インフラ資産 26,471,908,757   余剰分（不足分） -5,440,513,931

        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 1,997,508,597

      物品減価償却累計額 -1,442,313,388

    無形固定資産 11,769,470

      ソフトウェア 11,769,470

      その他 -

    投資その他の資産 4,680,428,591

      投資及び出資金 28,985,068

        有価証券 50,000

        出資金 28,935,068

        その他 -

      長期延滞債権 19,957,244

      長期貸付金 -

      基金 4,633,324,507

        減債基金 -

        その他 4,633,324,507

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,838,228

  流動資産 5,585,541,128

    現金預金 2,296,364,285

    未収金 223,255,832

    短期貸付金 -

    基金 3,058,842,141

      財政調整基金 1,532,768,678

      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 -1,132,498

  繰延資産 - 純資産合計 38,510,826,636

資産合計 46,478,039,554 負債及び純資産合計 46,478,039,554

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：連結会計 （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 11,364,491,999

    業務費用 6,144,891,126

      人件費 1,779,076,530

        職員給与費 1,444,772,550

        賞与等引当金繰入額 102,507,308

        退職手当引当金繰入額 35,977,372

        その他 195,819,300

      物件費等 4,191,636,279

        物件費 2,308,831,770

        維持補修費 419,875,586

        減価償却費 1,462,928,923

        その他 -

      その他の業務費用 174,178,317

        支払利息 47,586,790

        徴収不能引当金繰入額 2,970,726

        その他 123,620,801

    移転費用 5,219,600,873

      補助金等 4,657,539,714

      社会保障給付 479,015,478

      その他 83,045,681

  経常収益 1,352,881,209

    使用料及び手数料 1,129,710,136

    その他 223,171,073

純経常行政コスト 10,011,610,790

  臨時損失 1,385,503,573

    災害復旧事業費 106,359,091

    資産除売却損 6,885,009

    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 11,356,376,959



【様式第3号】

自治体名：太良町

会計：連結会計 （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 38,406,051,500 44,294,788,417 -5,888,736,917 -

  純行政コスト（△） -11,356,376,959 -11,356,376,959 -

  財源 11,438,205,841 11,438,205,841 -

    税収等 6,474,665,726 6,474,665,726 -

    国県等補助金 4,963,540,115 4,963,540,115 -

  本年度差額 81,828,882 81,828,882 -

  固定資産等の変動（内部変動） -378,683,720 378,683,720

    有形固定資産等の増加 896,251,306 -896,251,306

    有形固定資産等の減少 -1,466,951,232 1,466,951,232

    貸付金・基金等の増加 1,489,709,193 -1,489,709,193

    貸付金・基金等の減少 -1,297,692,987 1,297,692,987

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,473,783 9,473,783

  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 9,281,531 25,762,087 -16,480,556 -

  その他 4,190,940 - 4,190,940

  本年度純資産変動額 104,775,136 -343,447,850 448,222,986 -

本年度末純資産残高 38,510,826,636 43,951,340,567 -5,440,513,931 -

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：連結会計 （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 9,855,530,921

    業務費用支出 4,635,930,048

      人件費支出 1,744,249,477

      物件費等支出 2,721,992,326

      支払利息支出 47,586,790

      その他の支出 122,101,455

    移転費用支出 5,219,600,873

      補助金等支出 4,657,539,714

      社会保障給付支出 479,015,478

      その他の支出 83,045,681

  業務収入 11,000,843,050

    税収等収入 6,340,024,532

    国県等補助金収入 3,309,287,684

    使用料及び手数料収入 1,129,797,660

    その他の収入 221,733,174

  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 1,064,783,148

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,350,982,191

    公共施設等整備費支出 896,251,306

    基金積立金支出 1,404,730,885

    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 1,706,316,416

    国県等補助金収入 378,523,170

    基金取崩収入 1,224,250,261

    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 -644,665,775

【財務活動収支】

  財務活動支出 629,285,663

    地方債等償還支出 617,613,406

    その他の支出 11,672,257

  財務活動収入 493,159,443

    地方債等発行収入 450,594,443

    その他の収入 42,565,000

前年度末歳計外現金残高 27,565,558

本年度歳計外現金増減額 9,169,281

本年度末歳計外現金残高 36,734,839

本年度末現金預金残高 2,296,364,285

財務活動収支 -136,126,220

本年度資金収支額 283,991,153

前年度末資金残高 1,975,569,769

比例連結割合変更に伴う差額 68,524

本年度末資金残高 2,259,629,446


