
【様式第1号】

自治体名：三戸町 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 15,708,044   固定負債 5,816,183

    有形固定資産 13,311,515     地方債 5,483,145

      事業用資産 8,202,544     長期未払金 -

        土地 3,311,119     退職手当引当金 281,725

        立木竹 497,875     損失補償等引当金 -

        建物 12,610,063     その他 51,313

        建物減価償却累計額 -8,676,502   流動負債 869,337

        工作物 662,162     １年内償還予定地方債 761,915

        工作物減価償却累計額 -217,614     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 63,782

        航空機 -     預り金 30,028

        航空機減価償却累計額 -     その他 13,612

        その他 24,988 負債合計 6,685,520

        その他減価償却累計額 -12,317 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,770   固定資産等形成分 16,864,281

      インフラ資産 4,972,574   余剰分（不足分） -6,360,433

        土地 618,017

        建物 251,027

        建物減価償却累計額 -229,055

        工作物 8,608,379

        工作物減価償却累計額 -4,343,042

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 67,248

      物品 860,332

      物品減価償却累計額 -723,935

    無形固定資産 40,776

      ソフトウェア 40,776

      その他 -

    投資その他の資産 2,355,753

      投資及び出資金 1,247,132

        有価証券 12,520

        出資金 496,502

        その他 738,110

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 35,678

      長期貸付金 -

      基金 1,076,977

        減債基金 -

        その他 1,076,977

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,034

  流動資産 1,481,324

    現金預金 312,864

    未収金 13,804

    短期貸付金 -

    基金 1,156,237

      財政調整基金 413,311

      減債基金 742,926

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,582 純資産合計 10,503,848

資産合計 17,189,368 負債及び純資産合計 17,189,368

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：三戸町 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 6,864,872

    その他 -

  臨時利益 1,961

    資産売却益 1,961

    資産除売却損 2,982

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,808,207

  臨時損失 58,626

    災害復旧事業費 55,644

  経常収益 147,141

    使用料及び手数料 27,497

    その他 119,644

      社会保障給付 796,827

      他会計への繰出金 1,248,519

      その他 21,876

        その他 18,079

    移転費用 4,473,994

      補助金等 2,406,772

      その他の業務費用 34,128

        支払利息 10,433

        徴収不能引当金繰入額 5,616

        維持補修費 50,932

        減価償却費 498,132

        その他 -

        その他 113,134

      物件費等 1,658,665

        物件費 1,109,602

        職員給与費 665,020

        賞与等引当金繰入額 63,782

        退職手当引当金繰入額 -53,376

  経常費用 6,955,348

    業務費用 2,481,354

      人件費 788,561

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



【様式第3号】

自治体名：三戸町 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 10,311,593 17,086,397 -6,774,804

  純行政コスト（△） -6,864,872 -6,864,872

  財源 7,059,286 7,059,286

    税収等 4,742,608 4,742,608

    国県等補助金 2,316,678 2,316,678

  本年度差額 194,414 194,414

  固定資産等の変動（内部変動） -146,567 146,567

    有形固定資産等の増加 239,431 -239,431

    有形固定資産等の減少 -501,114 501,114

    貸付金・基金等の増加 323,020 -323,020

    貸付金・基金等の減少 -207,905 207,905

  資産評価差額 -22,231 -22,231

  無償所管換等 20,071 20,071

  その他 - -73,390 73,390

  本年度純資産変動額 192,255 -222,116 414,371

本年度末純資産残高 10,503,848 16,864,281 -6,360,433

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：三戸町 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 129,067

本年度歳計外現金増減額 -99,039

本年度末歳計外現金残高 30,028

本年度末現金預金残高 312,864

    その他の収入 -

財務活動収支 -140,074

本年度資金収支額 138,593

前年度末資金残高 144,244

本年度末資金残高 282,837

  財務活動支出 770,674

    地方債償還支出 770,674

    その他の支出 -

  財務活動収入 630,600

    地方債発行収入 630,600

    貸付金元金回収収入 250

    資産売却収入 1,961

    その他の収入 -

投資活動収支 -228,563

【財務活動収支】

    貸付金支出 250

    その他の支出 -

  投資活動収入 291,962

    国県等補助金収入 126,178

    基金取崩収入 163,573

【投資活動収支】

  投資活動支出 520,525

    公共施設等整備費支出 239,431

    基金積立金支出 280,844

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 55,644

    災害復旧事業費支出 55,644

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 507,230

  業務収入 7,076,965

    税収等収入 4,740,099

    国県等補助金収入 2,190,500

    使用料及び手数料収入 27,998

    その他の収入 118,368

    移転費用支出 4,473,994

      補助金等支出 2,406,772

      社会保障給付支出 796,827

      他会計への繰出支出 1,248,519

      その他の支出 21,876

    業務費用支出 2,040,098

      人件費支出 838,703

      物件費等支出 1,174,146

      支払利息支出 10,433

      その他の支出 16,816

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 6,514,092


