
【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 24,889,431   固定負債 12,027,453

    有形固定資産 23,066,557     地方債等 9,874,810

      事業用資産 13,089,244     長期未払金 -

        土地 4,276,365     退職手当引当金 941,336

        立木竹 497,875     損失補償等引当金 -

        建物 19,110,519     その他 1,211,307

        建物減価償却累計額 -11,415,320   流動負債 2,233,592

        工作物 791,780     １年内償還予定地方債等 1,158,802

        工作物減価償却累計額 -303,569     未払金 96,861

        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 144,795

        航空機 -     預り金 37,220

        航空機減価償却累計額 -     その他 795,914

        その他 1,625,372 負債合計 14,261,045

        その他減価償却累計額 -1,496,548 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,770   固定資産等形成分 26,301,053

      インフラ資産 9,244,014   余剰分（不足分） -12,951,177

        土地 795,600   他団体出資等分 -

        建物 712,874

        建物減価償却累計額 -408,927

        工作物 15,171,511

        工作物減価償却累計額 -7,152,191

        その他 11,513

        その他減価償却累計額 -2,214

        建設仮勘定 115,845

      物品 2,139,831

      物品減価償却累計額 -1,406,532

    無形固定資産 223,724

      ソフトウェア 40,848

      その他 182,876

    投資その他の資産 1,599,150

      投資及び出資金 58,155

        有価証券 12,520

        出資金 45,636

        その他 -

      長期延滞債権 70,380

      長期貸付金 2,350

      基金 1,396,752

        減債基金 -

        その他 1,396,752

      その他 78,071

      徴収不能引当金 -6,557

  流動資産 2,721,490

    現金預金 765,515

    未収金 522,686

    短期貸付金 -

    基金 1,411,622

      財政調整基金 668,696

      減債基金 742,926

    棚卸資産 5,954

    その他 28,885

    徴収不能引当金 -13,171

  繰延資産 - 純資産合計 13,349,877

資産合計 27,610,922 負債及び純資産合計 27,610,922

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：三戸町 （単位：千円）

    資産売却益 1,961

    その他 38,736

純行政コスト 10,975,906

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 38,964

  臨時利益 40,697

  臨時損失 101,207

    災害復旧事業費 55,644

    資産除売却損 6,599

    使用料及び手数料 1,259,743

    その他 213,739

純経常行政コスト 10,915,397

      社会保障給付 2,470,694

      その他 213,520

  経常収益 1,473,483

        その他 160,932

    移転費用 7,099,698

      補助金等 4,415,484

      その他の業務費用 260,084

        支払利息 89,066

        徴収不能引当金繰入額 10,086

        維持補修費 168,180

        減価償却費 892,758

        その他 162

        その他 417,133

      物件費等 2,912,607

        物件費 1,851,507

        職員給与費 1,598,826

        賞与等引当金繰入額 133,876

        退職手当引当金繰入額 -33,345

  経常費用 12,388,880

    業務費用 5,289,181

      人件費 2,116,490

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



【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)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 13,048,545 26,393,339 -13,344,795 -

  純行政コスト（△） -10,975,906 -10,975,906 -

  財源 11,384,715 11,384,715 -

    税収等 6,677,356 6,677,356 -

    国県等補助金 4,707,359 4,707,359 -

  本年度差額 408,809 408,809 -

  固定資産等の変動（内部変動） 92,819 -92,819

    有形固定資産等の増加 1,158,464 -1,158,464

    有形固定資産等の減少 -1,277,113 1,277,113

    貸付金・基金等の増加 534,621 -534,621

    貸付金・基金等の減少 -323,154 323,154

  資産評価差額 -22,231 -22,231

  無償所管換等 22,329 22,329

  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 -35,717 -58,324 22,607 -

  その他 -71,859 -126,879 55,020

  本年度純資産変動額 301,332 -92,286 393,618 -

本年度末純資産残高 13,349,877 26,301,053 -12,951,177 -

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：三戸町 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 129,586

本年度歳計外現金増減額 -99,352

本年度末歳計外現金残高 30,234

本年度末現金預金残高 765,515

財務活動収支 -264,967

本年度資金収支額 150,091

前年度末資金残高 584,405

比例連結割合変更に伴う差額 785

本年度末資金残高 735,280

    地方債等償還支出 1,150,297

    その他の支出 1,535,792

  財務活動収入 2,421,122

    地方債等発行収入 881,122

    その他の収入 1,540,000

    資産売却収入 5,261

    その他の収入 194,694

投資活動収支 -550,719

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,686,089

    その他の支出 -

  投資活動収入 627,418

    国県等補助金収入 193,125

    基金取崩収入 233,488

    貸付金元金回収収入 850

  投資活動支出 1,178,137

    公共施設等整備費支出 805,891

    基金積立金支出 371,997

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 250

    災害復旧事業費支出 55,644

    その他の支出 38,964

  臨時収入 39,405

業務活動収支 965,778

【投資活動収支】

    税収等収入 6,563,044

    国県等補助金収入 4,571,281

    使用料及び手数料収入 1,159,532

    その他の収入 217,169

  臨時支出 94,607

    移転費用支出 7,099,698

      補助金等支出 4,415,484

      社会保障給付支出 2,470,694

      その他の支出 213,520

  業務収入 12,511,025

    業務費用支出 4,390,347

      人件費支出 2,144,245

      物件費等支出 2,023,780

      支払利息支出 89,066

      その他の支出 133,257

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 11,490,045


