
【様式第1号】

自治体名：三好市

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 85,802,481   固定負債 40,240,736

    有形固定資産 76,934,961     地方債等 34,313,803

      事業用資産 32,443,643     長期未払金 -

        土地 9,213,310     退職手当引当金 4,563,728

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,363,205

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,844,414

        建物 70,926,507     １年内償還予定地方債等 4,008,289

        建物減価償却累計額 -48,847,322     未払金 278,911

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,527,967     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,024,798     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 346,472

        船舶 3,102     預り金 179,594

        船舶減価償却累計額 -     その他 31,149

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 45,085,150

        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 103,241,861

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -40,886,846

        航空機 -   他団体出資等分 282,404

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 11,595

        その他減価償却累計額 -11,435

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 644,717

      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 6,874,994

      物品減価償却累計額 -5,656,997

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 64,920

      ソフトウェア 46,382

      その他 18,538

    投資その他の資産 8,802,600

      投資及び出資金 67,841

        有価証券 3,085

        出資金 64,756

        その他 -

      長期延滞債権 161,475

      長期貸付金 61,910

      基金 8,438,935

        減債基金 -

        その他 8,438,935

      その他 90,845

      徴収不能引当金 -18,405

  流動資産 21,920,088

    現金預金 4,009,610

    未収金 403,781

    短期貸付金 12,241

    基金 17,427,139

      財政調整基金 8,710,281

      減債基金 8,716,858

    棚卸資産 85,511

    その他 836

    徴収不能引当金 -19,029

  繰延資産 - 純資産合計 62,637,419

資産合計 107,722,569 負債及び純資産合計 107,722,569

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：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 22,423

    その他 246

純行政コスト 34,239,216

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,838,071

  臨時利益 22,669

  臨時損失 4,236,961

    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 1,777,652

    その他 1,809,296

純経常行政コスト 30,024,924

      社会保障給付 2,621,817

      その他 64,064

  経常収益 3,586,948

        その他 337,271

    移転費用 17,677,497

      補助金等 14,991,142

      その他の業務費用 577,347

        支払利息 214,269

        徴収不能引当金繰入額 25,808

        維持補修費 896,102

        減価償却費 4,085,606

        その他 6

        その他 573,836

      物件費等 10,089,861

        物件費 5,108,147

        職員給与費 4,347,790

        賞与等引当金繰入額 344,214

        退職手当引当金繰入額 1,327

  経常費用 33,611,872

    業務費用 15,934,375

      人件費 5,267,167

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：連結会計 （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 61,580,484 103,302,569 -41,975,648 253,563

  純行政コスト（△） -34,239,216 -34,268,057 28,841

  財源 34,831,318 34,831,318 -

    税収等 19,915,503 19,915,503 -

    国県等補助金 14,915,814 14,915,814 -

  本年度差額 592,102 563,260 28,841

  固定資産等の変動（内部変動） -540,171 540,171

    有形固定資産等の増加 3,174,475 -3,174,475

    有形固定資産等の減少 -4,092,702 4,092,702

    貸付金・基金等の増加 652,616 -652,616

    貸付金・基金等の減少 -274,560 274,560

  資産評価差額 -142,307 -142,307

  無償所管換等 545,878 545,878

  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 130 -559 689 -

  その他 61,133 76,451 -15,318

  本年度純資産変動額 1,056,935 -60,708 1,088,802 28,841

本年度末純資産残高 62,637,419 103,241,861 -40,886,846 282,404

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 191,978

本年度歳計外現金増減額 -12,717

本年度末歳計外現金残高 179,260

本年度末現金預金残高 4,009,610

財務活動収支 -384,989

本年度資金収支額 600,266

前年度末資金残高 3,229,607

比例連結割合変更に伴う差額 476

本年度末資金残高 3,830,349

    地方債等償還支出 4,252,450

    その他の支出 54,729

  財務活動収入 3,922,190

    地方債等発行収入 3,911,452

    その他の収入 10,738

    資産売却収入 24,055

    その他の収入 347,683

投資活動収支 -2,487,474

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,307,179

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,266,794

    国県等補助金収入 697,705

    基金取崩収入 140,416

    貸付金元金回収収入 56,935

  投資活動支出 3,754,268

    公共施設等整備費支出 3,166,425

    基金積立金支出 579,257

    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 3,472,729

【投資活動収支】

    税収等収入 19,450,399

    国県等補助金収入 10,218,871

    使用料及び手数料収入 1,796,037

    その他の収入 1,632,896

  臨時支出 4,215,785

    移転費用支出 17,677,449

      補助金等支出 14,991,142

      社会保障給付支出 2,621,817

      その他の支出 64,016

  業務収入 33,098,203

    業務費用支出 11,775,611

      人件費支出 5,244,534

      物件費等支出 5,979,807

      支払利息支出 214,269

      その他の支出 337,002

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 29,453,061


