
【様式第1号】

自治体名：岡垣町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 35,995,959,263   固定負債 8,598,418,584

    有形固定資産 33,240,489,585     地方債 7,564,006,900

      事業用資産 18,257,568,259     長期未払金 -

        土地 9,825,856,233     退職手当引当金 1,026,734,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,048,853,305     その他 7,677,684

        建物減価償却累計額 -16,937,787,522   流動負債 878,978,867

        工作物 3,494,949,006     １年内償還予定地方債 742,127,834

        工作物減価償却累計額 -2,245,881,123     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 97,897,693

        航空機 -     預り金 22,235,644

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,717,696

        その他 - 負債合計 9,477,397,451

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 71,578,360   固定資産等形成分 38,209,541,957

      インフラ資産 14,383,761,478   余剰分（不足分） -8,935,678,395

        土地 2,854,082,434

        建物 1,820,007,078

        建物減価償却累計額 -1,267,400,533

        工作物 34,290,023,780

        工作物減価償却累計額 -23,343,337,481

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,386,200

      物品 1,365,887,978

      物品減価償却累計額 -766,728,130

    無形固定資産 13,278,222

      ソフトウェア 13,278,222

      その他 -

    投資その他の資産 2,742,191,456

      投資及び出資金 564,860,301

        有価証券 -

        出資金 564,860,301

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 146,124,414

      長期貸付金 -

      基金 2,038,681,244

        減債基金 -

        その他 2,038,681,244

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,474,503

  流動資産 2,755,301,750

    現金預金 484,528,550

    未収金 60,412,275

    短期貸付金 -

    基金 2,213,582,694

      財政調整基金 1,692,236,353

      減債基金 521,346,341

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,221,769 純資産合計 29,273,863,562

資産合計 38,751,261,013 負債及び純資産合計 38,751,261,013

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岡垣町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 13,202,509,768

    その他 -

  臨時利益 4,456,697

    資産売却益 4,456,697

    資産除売却損 14,892,355

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 13,175,431,881

  臨時損失 31,534,584

    災害復旧事業費 16,642,229

  経常収益 344,788,973

    使用料及び手数料 101,383,518

    その他 243,405,455

      社会保障給付 1,841,673,847

      他会計への繰出金 486,445,259

      その他 2,751,791

        その他 33,337,980

    移転費用 8,418,625,979

      補助金等 6,087,755,082

      その他の業務費用 79,159,269

        支払利息 35,229,385

        徴収不能引当金繰入額 10,591,904

        維持補修費 138,975,093

        減価償却費 1,314,836,131

        その他 -

        その他 202,409,608

      物件費等 3,570,235,004

        物件費 2,116,423,780

        職員給与費 1,066,490,558

        賞与等引当金繰入額 97,897,693

        退職手当引当金繰入額 85,402,743

  経常費用 13,520,220,854

    業務費用 5,101,594,875

      人件費 1,452,200,602

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：岡垣町

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 29,788,669,246 38,754,610,908 -8,965,941,662

  純行政コスト（△） -13,202,509,768 -13,202,509,768

  財源 12,689,668,166 12,689,668,166

    税収等 6,491,407,382 6,491,407,382

    国県等補助金 6,198,260,784 6,198,260,784

  本年度差額 -512,841,602 -512,841,602

  固定資産等の変動（内部変動） -543,104,869 543,104,869

    有形固定資産等の増加 746,940,025 -746,940,025

    有形固定資産等の減少 -1,320,102,089 1,320,102,089

    貸付金・基金等の増加 528,286,342 -528,286,342

    貸付金・基金等の減少 -498,229,147 498,229,147

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,964,082 -1,964,082

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -514,805,684 -545,068,951 30,263,267

本年度末純資産残高 29,273,863,562 38,209,541,957 -8,935,678,395

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

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：岡垣町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 21,382,279

本年度歳計外現金増減額 853,365

本年度末歳計外現金残高 22,235,644

本年度末現金預金残高 484,528,550

    その他の収入 -

財務活動収支 13,834,577

本年度資金収支額 21,219,454

前年度末資金残高 441,073,452

本年度末資金残高 462,292,906

  財務活動支出 721,662,423

    地方債償還支出 689,566,339

    その他の支出 32,096,084

  財務活動収入 735,497,000

    地方債発行収入 735,497,000

    貸付金元金回収収入 50,000,000

    資産売却収入 4,701,700

    その他の収入 -

投資活動収支 -687,825,318

【財務活動収支】

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 530,446,853

    国県等補助金収入 92,610,726

    基金取崩収入 383,134,427

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,218,272,171

    公共施設等整備費支出 746,940,025

    基金積立金支出 421,332,146

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 26,513,629

    災害復旧事業費支出 16,642,229

    その他の支出 9,871,400

  臨時収入 4,623,000

業務活動収支 695,210,195

  業務収入 12,920,761,067

    税収等収入 6,479,069,323

    国県等補助金収入 6,101,027,058

    使用料及び手数料収入 100,523,618

    その他の収入 240,141,068

    移転費用支出 8,418,625,979

      補助金等支出 6,087,755,082

      社会保障給付支出 1,841,673,847

      他会計への繰出支出 486,445,259

      その他の支出 2,751,791

    業務費用支出 3,785,034,264

      人件費支出 1,461,068,026

      物件費等支出 2,255,398,873

      支払利息支出 35,229,385

      その他の支出 33,337,980

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 12,203,660,243


