
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 2年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 55,207,839 固定負債 13,594,629 

有形固定資産 53,742,841 地方債 10,941,762 
事業用資産 28,886,108 長期未払金 614,604 

土地 7,800,274 退職手当引当金 2,038,263 
立木竹 202,093 損失補償等引当金 - 
建物 51,353,013 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 30,607,216 流動負債 1,396,754 
工作物 773,477 １年内償還予定地方債 1,123,603 
工作物減価償却累計額 △ 641,881 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 148,526 
航空機 - 預り金 124,625 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 14,991,382 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 6,347 固定資産等形成分 56,002,617 

インフラ資産 24,762,289 余剰分（不足分） △ 13,961,558 
土地 7,264,128 
建物 918,715 
建物減価償却累計額 △ 561,987 
工作物 52,201,773 
工作物減価償却累計額 △ 35,847,608 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 787,268 

物品 649,187 
物品減価償却累計額 △ 554,744 

無形固定資産 - 
ソフトウェア - 
その他 - 

投資その他の資産 1,464,998 
投資及び出資金 151,181 

有価証券 - 
出資金 151,181 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 166,770 
長期貸付金 1,259 
基金 1,168,946 

減債基金 166,692 
その他 1,002,254 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 23,158 

流動資産 1,824,603 
現金預金 641,538 
未収金 395,918 
短期貸付金 - 
基金 794,779 

財政調整基金 794,779 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 7,632 42,041,059 

57,032,442 57,032,442 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

栃木県矢板市



【様式第２号】

行政コスト計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 13,339,863 

業務費用 6,437,177 

人件費 2,014,831 

職員給与費 1,658,015 

賞与等引当金繰入額 148,526 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 208,289 

物件費等 4,151,571 

物件費 1,960,738 

維持補修費 259,792 

減価償却費 1,931,042 

その他 - 

その他の業務費用 270,775 

支払利息 74,312 

徴収不能引当金繰入額 20,083 

その他 176,380 

移転費用 6,902,686 

補助金等 2,789,529 

社会保障給付 2,908,819 

他会計への繰出金 1,199,294 

その他 5,044 

経常収益 468,168 

使用料及び手数料 208,598 

その他 259,570 

純経常行政コスト 12,871,695 

臨時損失 266,763 

災害復旧事業費 265,613 

資産除売却損 1,150 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 16,777 

資産売却益 16,777 

その他 - 

純行政コスト 13,121,680 

科目

栃木県矢板市



【様式第３号】

純資産変動計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 43,309,650 56,817,885 △ 13,508,235 

純行政コスト（△） △ 13,121,680 △ 13,121,680 

財源 11,847,645 11,847,645 

税収等 8,453,039 8,453,039 

国県等補助金 3,394,606 3,394,606 

本年度差額 △ 1,274,035 △ 1,274,035 

固定資産等の変動（内部変動） △ 820,712 820,712 

有形固定資産等の増加 1,397,868 △ 1,397,868 

有形固定資産等の減少 △ 1,959,676 1,959,676 

貸付金・基金等の増加 636,178 △ 636,178 

貸付金・基金等の減少 △ 895,082 895,082 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 5,445 5,445 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 1,268,590 △ 815,267 △ 453,323 

本年度末純資産残高 42,041,059 56,002,617 △ 13,961,558 

科目 合計

栃木県矢板市



【様式第４号】

資金収支計算書
自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 11,199,694 

業務費用支出 4,297,009 
人件費支出 2,008,759 
物件費等支出 2,045,851 
支払利息支出 74,312 
その他の支出 168,087 

移転費用支出 6,902,686 
補助金等支出 2,789,529 
社会保障給付支出 2,908,819 
他会計への繰出支出 1,199,294 
その他の支出 5,044 

業務収入 11,465,524 
税収等収入 8,445,835 
国県等補助金収入 2,576,792 
使用料及び手数料収入 208,724 
その他の収入 234,172 

臨時支出 265,613 
災害復旧事業費支出 265,613 
その他の支出 - 

臨時収入 74,135 
業務活動収支 74,351 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,942,218 
公共施設等整備費支出 1,404,780 
基金積立金支出 286,878 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 250,560 
その他の支出 - 

投資活動収入 1,234,370 
国県等補助金収入 402,826 
基金取崩収入 536,481 
貸付金元金回収収入 250,801 
資産売却収入 44,262 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 707,848 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,127,052 
地方債償還支出 1,127,052 
その他の支出 - 

財務活動収入 1,417,400 
地方債発行収入 1,417,400 
その他の収入 - 

財務活動収支 290,348 
本年度資金収支額 △ 343,149 
前年度末資金残高 860,063 
本年度末資金残高 516,914 

前年度末歳計外現金残高 150,623 
本年度歳計外現金増減額 △ 25,998 
本年度末歳計外現金残高 124,625 
本年度末現金預金残高 641,538 

科目

栃木県矢板市


