
【様式第1号】

自治体名：田原市

会計：全体会計 （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 179,672,343   固定負債 64,610,168

    有形固定資産 168,036,757     地方債等 27,788,618

      事業用資産 56,074,603     長期未払金 -

        土地 18,158,913     退職手当引当金 6,405,867

        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 30,413,253

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,558,292

        建物 97,524,996     １年内償還予定地方債等 3,043,228

        建物減価償却累計額 -61,347,815     未払金 522,812

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,941,173     前受金 1,480

        工作物減価償却累計額 -1,781,310     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 390,181

        船舶 1,750     預り金 313,795

        船舶減価償却累計額 -350     その他 286,796

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 69,168,460

        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 187,394,967

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -65,275,581

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 4,095

        その他減価償却累計額 -4,095

        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 11,542,939

      物品減価償却累計額 -4,351,062

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 172,355

      ソフトウェア 171,232

      その他 1,123

    投資その他の資産 11,463,231

      投資及び出資金 576,971

        有価証券 -

        出資金 576,971

        その他 -

      長期延滞債権 395,905

      長期貸付金 673,550

      基金 9,855,584

        減債基金 -

        その他 9,855,584

      その他 -

      徴収不能引当金 -38,780

  流動資産 11,615,503

    現金預金 3,544,942

    未収金 303,338

    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 7,058

    その他 38,300

    徴収不能引当金 -758

  繰延資産 - 純資産合計 122,119,386

資産合計 191,287,846 負債及び純資産合計 191,287,846

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：田原市

会計：全体会計 （単位：千円）

  経常費用 45,757,666

    業務費用 22,607,501

      人件費 6,151,250

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

科目名 金額

        その他 1,278,457

      物件費等 15,976,965

        物件費 6,674,178

        職員給与費 4,148,331

        賞与等引当金繰入額 385,779

        退職手当引当金繰入額 338,683

      その他の業務費用 479,286

        支払利息 242,410

        徴収不能引当金繰入額 38,994

        維持補修費 1,169,848

        減価償却費 8,132,940

        その他 -

      社会保障給付 8,147,943

      その他 136,292

  経常収益 2,934,582

        その他 197,882

    移転費用 23,150,165

      補助金等 14,865,931

  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 2,034,879

    その他 899,703

純経常行政コスト 42,823,083

    資産売却益 14,402

    その他 93,528

純行政コスト 42,779,643

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 58,282

  臨時利益 107,930



【様式第3号】

自治体名：田原市

会計：全体会計 （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 153,828,670 188,772,828 -34,944,158 -

  純行政コスト（△） -42,779,643 -42,779,643 -

  財源 38,526,023 38,526,023 -

    税収等 21,575,167 21,575,167 -

    国県等補助金 16,950,856 16,950,856 -

  本年度差額 -4,253,620 -4,253,620 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,471,126 2,471,126

    有形固定資産等の増加 6,180,165 -6,180,165

    有形固定資産等の減少 -8,432,906 8,432,906

    貸付金・基金等の増加 1,239,881 -1,239,881

    貸付金・基金等の減少 -1,458,265 1,458,265

  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 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -27,474,060 1,074,869 -28,548,929

  本年度純資産変動額 -31,709,284 -1,377,861 -30,331,423 -

本年度末純資産残高 122,119,386 187,394,967 -65,275,581 -

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



【様式第4号】

自治体名：田原市

会計：全体会計 （単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 37,399,358

    業務費用支出 14,352,223

      人件費支出 6,188,845

      物件費等支出 7,725,895

      支払利息支出 242,410

      その他の支出 195,073

    移転費用支出 23,047,136

      補助金等支出 14,762,902

      社会保障給付支出 8,147,943

      その他の支出 136,292

  業務収入 39,409,865

    税収等収入 20,890,939

    国県等補助金収入 15,590,721

    使用料及び手数料収入 2,039,971

    その他の収入 888,233

  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 2,051,701

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,477,267

    公共施設等整備費支出 5,542,211

    基金積立金支出 769,556

    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 2,034,590

    国県等補助金収入 957,838

    基金取崩収入 929,123

    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 -4,442,677

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,169,254

    地方債等償還支出 2,946,246

    その他の支出 223,008

  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 3,544,942

財務活動収支 2,577,646

本年度資金収支額 186,670

前年度末資金残高 3,044,477

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,231,147


