
【様式第1号】

自治体名：田原市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 180,001,121   固定負債 64,717,573

    有形固定資産 168,293,566     地方債等 27,851,805

      事業用資産 56,287,644     長期未払金 -

        土地 18,158,913     退職手当引当金 6,406,355

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 2,430

        立木竹 -     その他 30,456,984

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,635,234

        建物 97,819,537     １年内償還予定地方債等 3,057,979

        建物減価償却累計額 -61,457,068     未払金 566,906

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,977,431     前受金 3,972

        工作物減価償却累計額 -1,789,837     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 390,874

        船舶 1,750     預り金 313,928

        船舶減価償却累計額 -350     その他 301,575

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 69,352,807

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 187,723,745

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -64,133,860

        航空機 -   他団体出資等分 388,586

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 4,234

        その他減価償却累計額 -4,213

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 577,247

      インフラ資産 104,770,277

        土地 19,278,455

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,024,326

        建物減価償却累計額 -250,445

        建物減損損失累計額 -

        工作物 189,639,810

        工作物減価償却累計額 -106,745,987

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,625,778

        その他減価償却累計額 -1,228,810

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 427,151

      物品 11,833,336

      物品減価償却累計額 -4,597,691

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 199,242

      ソフトウェア 197,800

      その他 1,442

    投資その他の資産 11,508,313

      投資及び出資金 295,191

        有価証券 -

        出資金 285,191

        その他 10,000

      長期延滞債権 421,921

      長期貸付金 673,550

      基金 10,159,365

        減債基金 -

        その他 10,159,365

      その他 1,898

      徴収不能引当金 -43,612

  流動資産 13,330,156

    現金預金 4,721,753

    未収金 370,054

    短期貸付金 23,348

    基金 7,699,276

      財政調整基金 7,699,276

      減債基金 -

    棚卸資産 482,666

    その他 39,483

    徴収不能引当金 -6,424

  繰延資産 - 純資産合計 123,978,470

資産合計 193,331,277 負債及び純資産合計 193,331,277

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：田原市

会計：連結会計 （単位：千円）

  経常費用 55,135,301

    業務費用 23,272,641

      人件費 6,222,122

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

科目名 金額

        その他 1,295,304

      物件費等 16,443,762

        物件費 7,034,139

        職員給与費 4,201,549

        賞与等引当金繰入額 386,465

        退職手当引当金繰入額 338,803

      その他の業務費用 606,757

        支払利息 242,948

        徴収不能引当金繰入額 43,092

        維持補修費 1,182,624

        減価償却費 8,170,556

        その他 56,443

      社会保障給付 18,604,575

      その他 202,138

  経常収益 3,341,958

        その他 320,718

    移転費用 31,862,659

      補助金等 13,055,946

  臨時損失 64,490

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,208

    使用料及び手数料 2,035,112

    その他 1,306,846

純経常行政コスト 51,793,343

    資産売却益 14,402

    その他 93,543

純行政コスト 51,749,888

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 58,282

  臨時利益 107,945



【様式第3号】

自治体名：田原市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 155,452,449 188,620,399 -33,538,718 370,768

  純行政コスト（△） -51,749,888 -51,773,519 23,630

  財源 47,746,708 47,744,507 2,202

    税収等 23,789,821 23,789,821 -

    国県等補助金 23,956,888 23,954,686 2,202

  本年度差額 -4,003,180 -4,029,012 25,832

  固定資産等の変動（内部変動） -2,455,002 2,455,002

    有形固定資産等の増加 6,198,571 -6,198,571

    有形固定資産等の減少 -8,470,523 8,470,523

    貸付金・基金等の増加 1,263,365 -1,263,365

    貸付金・基金等の減少 -1,446,415 1,446,415

  資産評価差額 29,484 29,484

  無償所管換等 -11,088 -11,088

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 8,013 -8,013

  比例連結割合変更に伴う差額 1,205 753 452 -

  その他 -27,490,400 1,539,198 -29,029,598

  本年度純資産変動額 -31,473,979 -896,655 -30,595,143 17,819

本年度末純資産残高 123,978,470 187,723,745 -64,133,860 388,586

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



【様式第4号】

自治体名：田原市

会計：連結会計 （単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 46,716,536

    業務費用支出 14,961,074

      人件費支出 6,259,071

      物件費等支出 8,139,471

      支払利息支出 242,948

      その他の支出 319,585

    移転費用支出 31,755,462

      補助金等支出 12,952,116

      社会保障給付支出 18,604,575

      その他の支出 198,770

  業務収入 49,037,724

    税収等収入 23,102,234

    国県等補助金収入 22,596,753

    使用料及び手数料収入 2,040,204

    その他の収入 1,298,533

  臨時支出 51,727

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 51,727

  臨時収入 92,921

業務活動収支 2,362,382

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,511,843

    公共施設等整備費支出 5,560,618

    基金積立金支出 785,725

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 113,200

    その他の支出 52,301

  投資活動収入 2,036,090

    国県等補助金収入 957,838

    基金取崩収入 930,623

    貸付金元金回収収入 116,148

    資産売却収入 14,402

    その他の収入 17,080

投資活動収支 -4,475,753

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,214,044

    地方債等償還支出 2,974,696

    その他の支出 239,348

  財務活動収入 5,746,900

    地方債等発行収入 5,746,900

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 314,365

本年度歳計外現金増減額 -570

本年度末歳計外現金残高 313,795

本年度末現金預金残高 4,721,753

財務活動収支 2,532,856

本年度資金収支額 419,485

前年度末資金残高 3,997,124

比例連結割合変更に伴う差額 -8,651

本年度末資金残高 4,407,958


