
【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 22,492,363   固定負債 10,861,422

    有形固定資産 20,720,438     地方債等 9,538,586

      事業用資産 11,909,341     長期未払金 -

        土地 4,185,857     退職手当引当金 521,985

        立木竹 497,875     損失補償等引当金 -

        建物 16,398,106     その他 800,851

        建物減価償却累計額 -9,661,489   流動負債 2,166,871

        工作物 735,417     １年内償還予定地方債等 1,124,682

        工作物減価償却累計額 -261,867     未払金 75,488

        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 134,617

        航空機 -     預り金 37,014

        航空機減価償却累計額 -     その他 795,070

        その他 24,988 負債合計 13,028,293

        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 23,855,028

      インフラ資産 8,167,773   余剰分（不足分） -11,973,391

        土地 742,816   他団体出資等分 -

        建物 585,072

        建物減価償却累計額 -334,608

        工作物 13,385,023

        工作物減価償却累計額 -6,288,614

        その他 11,505

        その他減価償却累計額 -2,214

        建設仮勘定 68,794

      物品 1,743,427

      物品減価償却累計額 -1,100,103

    無形固定資産 41,624

      ソフトウェア 40,776

      その他 848

    投資その他の資産 1,730,301

      投資及び出資金 509,022

        有価証券 12,520

        出資金 496,502

        その他 -

      長期延滞債権 70,380

      長期貸付金 2,350

      基金 1,077,188

        減債基金 -

        その他 1,077,188

      その他 77,916

      徴収不能引当金 -6,555

  流動資産 2,417,567

    現金預金 551,989

    未収金 511,192

    短期貸付金 -

    基金 1,362,665

      財政調整基金 619,739

      減債基金 742,926

    棚卸資産 4,851

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,128

  繰延資産 - 純資産合計 11,881,638

資産合計 24,909,931 負債及び純資産合計 24,909,931

全体貸借対照表
（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 9,766,571

    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 1,127,624

    その他 191,098

純経常行政コスト 9,706,062

      社会保障給付 802,510

      その他 213,331

  経常収益 1,318,722

        その他 125,617

    移転費用 6,400,222

      補助金等 5,384,381

      その他の業務費用 220,938

        支払利息 85,262

        徴収不能引当金繰入額 10,058

        維持補修費 82,873

        減価償却費 749,899

        その他 162

        その他 400,594

      物件費等 2,460,491

        物件費 1,627,556

        職員給与費 1,476,884

        賞与等引当金繰入額 123,832

        退職手当引当金繰入額 -58,177

  経常費用 11,024,783

    業務費用 4,624,561

      人件費 1,943,133

全体行政コスト計算書
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 11,778,394 24,196,512 -12,418,118 -

  純行政コスト（△） -9,766,571 -9,766,571 -

  財源 9,871,973 9,871,973 -

    税収等 5,981,659 5,981,659 -

    国県等補助金 3,890,314 3,890,314 -

  本年度差額 105,402 105,402 -

  固定資産等の変動（内部変動） -265,935 265,935

    有形固定資産等の増加 386,602 -386,602

    有形固定資産等の減少 -781,937 781,937

    貸付金・基金等の増加 406,578 -406,578

    貸付金・基金等の減少 -277,179 277,179

  資産評価差額 -22,231 -22,231

  無償所管換等 20,071 20,071

  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 - -73,390 73,390

  本年度純資産変動額 103,243 -341,484 444,727 -

本年度末純資産残高 11,881,638 23,855,028 -11,973,391 -

全体純資産変動計算書
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 551,989

財務活動収支 -276,355

本年度資金収支額 103,744

前年度末資金残高 418,217

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 521,961

    地方債等償還支出 1,118,931

    その他の支出 1,514,024

  財務活動収入 2,356,600

    地方債等発行収入 816,600

    その他の収入 1,540,000

    資産売却収入 5,261

    その他の収入 188,886

投資活動収支 -137,638

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,632,955

    その他の支出 -

  投資活動収入 573,641

    国県等補助金収入 191,102

    基金取崩収入 187,542

    貸付金元金回収収入 850

  投資活動支出 711,279

    公共施設等整備費支出 388,450

    基金積立金支出 322,580

    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 38,736

業務活動収支 517,737

【投資活動収支】

    税収等収入 5,877,943

    国県等補助金収入 3,764,136

    使用料及び手数料収入 1,028,307

    その他の収入 188,469

  臨時支出 94,607

    移転費用支出 6,400,222

      補助金等支出 5,384,381

      社会保障給付支出 802,510

      その他の支出 213,331

  業務収入 10,858,855

    業務費用支出 3,885,025

      人件費支出 1,986,392

      物件費等支出 1,714,674

      支払利息支出 85,262

      その他の支出 98,696

全体資金収支計算書
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 10,285,247


