
【様式第1号】

自治体名：三好市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 74,166,599   固定負債 33,113,149

    有形固定資産 66,084,687     地方債 28,839,005

      事業用資産 29,554,976     長期未払金 -

        土地 8,914,301     退職手当引当金 4,274,144

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 63,600,615     その他 -

        建物減価償却累計額 -44,035,654   流動負債 3,979,380

        工作物 1,296,780     １年内償還予定地方債 3,556,584

        工作物減価償却累計額 -849,334     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 243,630

        航空機 -     預り金 178,795

        航空機減価償却累計額 -     その他 370

        その他 - 負債合計 37,092,529

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 628,268   固定資産等形成分 91,275,312

      インフラ資産 36,161,265   余剰分（不足分） -35,480,817

        土地 44,748

        建物 483,139

        建物減価償却累計額 -385,208

        工作物 103,627,162

        工作物減価償却累計額 -68,116,528

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 507,952

      物品 1,754,263

      物品減価償却累計額 -1,385,817

    無形固定資産 39,207

      ソフトウェア 39,207

      その他 -

    投資その他の資産 8,042,704

      投資及び出資金 1,157,691

        有価証券 -

        出資金 1,157,691

        その他 -

      投資損失引当金 -130,669

      長期延滞債権 87,975

      長期貸付金 61,910

      基金 6,875,619

        減債基金 -

        その他 6,875,619

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,821

  流動資産 18,720,425

    現金預金 1,556,436

    未収金 61,026

    短期貸付金 12,241

    基金 17,096,472

      財政調整基金 8,379,614

      減債基金 8,716,858

    棚卸資産 4,179

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,928 純資産合計 55,794,495

資産合計 92,887,024 負債及び純資産合計 92,887,024

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：三好市

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 22,416,465

    その他 2,820,641

  臨時利益 22,423

    資産売却益 22,423

    資産除売却損 529,804

    投資損失引当金繰入額 12,318

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 18,211,256

  臨時損失 4,227,631

    災害復旧事業費 864,868

  経常収益 957,158

    使用料及び手数料 458,295

    その他 498,863

      社会保障給付 2,622,631

      他会計への繰出金 905,899

      その他 20,632

        その他 140,531

    移転費用 7,646,275

      補助金等 4,097,113

      その他の業務費用 275,890

        支払利息 120,545

        徴収不能引当金繰入額 14,814

        維持補修費 570,985

        減価償却費 3,446,678

        その他 -

        その他 487,277

      物件費等 7,560,530

        物件費 3,542,867

        職員給与費 2,954,812

        賞与等引当金繰入額 243,630

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 19,168,414

    業務費用 11,522,139

      人件費 3,685,719

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：三好市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 55,646,827 91,631,877 -35,985,050

  純行政コスト（△） -22,416,465 -22,416,465

  財源 22,126,064 22,126,064

    税収等 14,653,211 14,653,211

    国県等補助金 7,472,854 7,472,854

  本年度差額 -290,400 -290,400

  固定資産等の変動（内部変動） -794,634 794,634

    有形固定資産等の増加 2,401,276 -2,401,276

    有形固定資産等の減少 -3,449,101 3,449,101

    貸付金・基金等の増加 478,359 -478,359

    貸付金・基金等の減少 -225,167 225,167

  資産評価差額 -142,307 -142,307

  無償所管換等 581,004 581,004

  その他 -629 -629 -

  本年度純資産変動額 147,668 -356,565 504,233

本年度末純資産残高 55,794,495 91,275,312 -35,480,817

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：三好市

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 189,999

本年度歳計外現金増減額 -11,203

本年度末歳計外現金残高 178,795

本年度末現金預金残高 1,556,436

    その他の収入 -

財務活動収支 -163,342

本年度資金収支額 188,468

前年度末資金残高 1,189,173

本年度末資金残高 1,377,641

  財務活動支出 3,836,794

    地方債償還支出 3,836,349

    その他の支出 445

  財務活動収入 3,673,452

    地方債発行収入 3,673,452

    貸付金元金回収収入 56,935

    資産売却収入 24,047

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,070,800

【財務活動収支】

    貸付金支出 8,586

    その他の支出 -

  投資活動収入 807,357

    国県等補助金収入 586,939

    基金取崩収入 139,437

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,878,158

    公共施設等整備費支出 2,401,276

    基金積立金支出 468,296

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 4,214,514

    災害復旧事業費支出 864,868

    その他の支出 3,349,646

  臨時収入 4,034,211

業務活動収支 2,422,610

  業務収入 18,315,476

    税収等収入 14,617,660

    国県等補助金収入 2,851,704

    使用料及び手数料収入 459,962

    その他の収入 386,150

    移転費用支出 7,646,275

      補助金等支出 4,097,113

      社会保障給付支出 2,622,631

      他会計への繰出支出 905,899

      その他の支出 20,632

    業務費用支出 8,066,287

      人件費支出 3,686,661

      物件費等支出 4,113,852

      支払利息支出 120,545

      その他の支出 145,229

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 15,712,562


