
【様式第1号】

自治体名：三好市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 82,909,316   固定負債 39,867,314

    有形固定資産 74,650,430     地方債等 34,237,186

      事業用資産 30,373,343     長期未払金 -

        土地 8,938,183     退職手当引当金 4,274,144

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,355,984

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,628,546

        建物 64,994,093     １年内償還予定地方債等 3,978,289

        建物減価償却累計額 -44,667,982     未払金 168,241

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,368,023     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -887,242     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 301,857

        船舶 -     預り金 178,795

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,364

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 44,495,860

        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 100,179,236

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -41,529,699

        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 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 628,268

      インフラ資産 43,273,321

        土地 81,587

        土地減損損失累計額 -

        建物 638,391

        建物減価償却累計額 -469,856

        建物減損損失累計額 -

        工作物 115,310,999

        工作物減価償却累計額 -72,830,124

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 542,324

      物品 5,588,784

      物品減価償却累計額 -4,585,018

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 57,332

      ソフトウェア 39,207

      その他 18,124

    投資その他の資産 8,201,554

      投資及び出資金 1,157,691

        有価証券 -

        出資金 1,157,691

        その他 -

      長期延滞債権 154,313

      長期貸付金 61,910

      基金 6,935,746

        減債基金 -

        その他 6,935,746

      その他 38,529

      徴収不能引当金 -15,965

  流動資産 20,236,081

    現金預金 2,713,874

    未収金 252,065

    短期貸付金 12,241

    基金 17,257,679

      財政調整基金 8,540,821

      減債基金 8,716,858

    棚卸資産 17,286

    その他 -

    徴収不能引当金 -17,064

  繰延資産 - 純資産合計 58,649,537

資産合計 103,145,397 負債及び純資産合計 103,145,397

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：三好市

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 22,423

    その他 246

純行政コスト 25,785,917

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,821,911

  臨時利益 22,669

  臨時損失 4,233,119

    災害復旧事業費 864,868

    資産除売却損 534,021

    使用料及び手数料 1,738,876

    その他 730,262

純経常行政コスト 21,575,467

      社会保障給付 2,622,631

      その他 22,476

  経常収益 2,469,137

        その他 193,511

    移転費用 10,432,957

      補助金等 7,787,850

      その他の業務費用 430,177

        支払利息 213,298

        徴収不能引当金繰入額 23,368

        維持補修費 637,970

        減価償却費 3,885,059

        その他 -

        その他 507,436

      物件費等 8,723,045

        物件費 4,200,016

        職員給与費 3,651,392

        賞与等引当金繰入額 299,599

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 24,044,604

    業務費用 13,611,648

      人件費 4,458,426

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：三好市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 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 58,334,414 100,552,523 -42,218,110 -

  純行政コスト（△） -25,785,917 -25,785,917 -

  財源 25,662,972 25,662,972 -

    税収等 15,493,995 15,493,995 -

    国県等補助金 10,168,977 10,168,977 -

  本年度差額 -122,945 -122,945 -

  固定資産等の変動（内部変動） -811,356 811,356

    有形固定資産等の増加 2,793,077 -2,793,077

    有形固定資産等の減少 -3,891,878 3,891,878

    貸付金・基金等の増加 521,381 -521,381

    貸付金・基金等の減少 -233,937 233,937

  資産評価差額 -142,307 -142,307

  無償所管換等 581,004 581,004

  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 -629 -629 -

  本年度純資産変動額 315,123 -373,288 688,411 -

本年度末純資産残高 58,649,537 100,179,236 -41,529,699 -

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：三好市

会計：全体会計 （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 2,713,874

財務活動収支 -334,551

本年度資金収支額 260,421

前年度末資金残高 2,274,658

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,535,079

    地方債等償還支出 4,244,548

    その他の支出 1,454

  財務活動収入 3,911,452

    地方債等発行収入 3,911,452

    その他の収入 -

    資産売却収入 24,055

    その他の収入 2,800

投資活動収支 -2,357,146

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,246,003

    その他の支出 -

  投資活動収入 913,048

    国県等補助金収入 689,823

    基金取崩収入 139,437

    貸付金元金回収収入 56,935

  投資活動支出 3,270,194

    公共施設等整備費支出 2,793,077

    基金積立金支出 468,531

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 8,586

    災害復旧事業費支出 864,868

    その他の支出 3,350,917

  臨時収入 4,043,372

業務活動収支 2,952,117

【投資活動収支】

    税収等収入 15,377,185

    国県等補助金収入 5,479,916

    使用料及び手数料収入 1,757,261

    その他の収入 617,430

  臨時支出 4,215,785

    移転費用支出 10,432,909

      補助金等支出 7,787,850

      社会保障給付支出 2,622,631

      その他の支出 22,428

  業務収入 23,231,791

    業務費用支出 9,674,351

      人件費支出 4,455,016

      物件費等支出 4,813,544

      支払利息支出 213,298

      その他の支出 192,493

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 20,107,260


