
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 3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 54,447,241 固定負債 13,764,797 

有形固定資産 52,871,083 地方債 11,391,016 
事業用資産 28,097,235 長期未払金 370,781 

土地 7,570,306 退職手当引当金 2,003,000 
立木竹 202,093 損失補償等引当金 - 
建物 51,722,020 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 31,619,725 流動負債 1,484,993 
工作物 819,936 １年内償還予定地方債 1,191,825 
工作物減価償却累計額 △ 647,841 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 151,713 
航空機 - 預り金 141,456 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 15,249,791 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 50,446 固定資産等形成分 55,171,301 

インフラ資産 24,645,497 余剰分（不足分） △ 13,758,107 
土地 7,238,165 
建物 838,565 
建物減価償却累計額 △ 532,787 
工作物 53,241,191 
工作物減価償却累計額 △ 36,652,311 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 512,675 

物品 647,478 
物品減価償却累計額 △ 519,127 

無形固定資産 3,850 
ソフトウェア 3,850 
その他 - 

投資その他の資産 1,572,308 
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 159,869 
長期貸付金 1,015 
基金 1,275,239 

減債基金 166,768 
その他 1,108,472 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 14,996 

流動資産 2,215,743 
現金預金 1,161,638 
未収金 337,024 
短期貸付金 - 
基金 724,059 

財政調整基金 724,059 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 6,979 41,413,194 

56,662,984 56,662,984 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　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 16,104,973 

業務費用 6,540,439 

人件費 2,117,652 

職員給与費 1,606,145 

賞与等引当金繰入額 151,713 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 359,794 

物件費等 4,187,720 

物件費 1,559,353 

維持補修費 662,177 

減価償却費 1,966,190 

その他 - 

その他の業務費用 235,068 

支払利息 64,042 

徴収不能引当金繰入額 8,547 

その他 162,479 

移転費用 9,564,534 

補助金等 5,781,257 

社会保障給付 2,899,254 

他会計への繰出金 841,817 

その他 42,206 

経常収益 682,820 

使用料及び手数料 182,561 

その他 500,260 

純経常行政コスト 15,422,153 

臨時損失 241,952 

災害復旧事業費 84,965 

資産除売却損 156,987 

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 28,059 

資産売却益 28,059 

その他 - 

純行政コスト 15,636,046 

科目

栃木県矢板市



【様式第３号】

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

（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 41,963,191 55,934,620 △ 13,971,429 

純行政コスト（△） △ 15,636,046 △ 15,636,046 

財源 15,110,084 15,110,084 

税収等 8,204,448 8,204,448 

国県等補助金 6,905,636 6,905,636 

本年度差額 △ 525,961 △ 525,961 

固定資産等の変動（内部変動） △ 739,283 739,283 

有形固定資産等の増加 1,421,210 △ 1,421,210 

有形固定資産等の減少 △ 2,197,145 2,197,145 

貸付金・基金等の増加 730,684 △ 730,684 

貸付金・基金等の減少 △ 694,032 694,032 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 24,036 △ 24,036 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 549,997 △ 763,319 213,322 

本年度末純資産残高 41,413,194 55,171,301 △ 13,758,107 

科目 合計

栃木県矢板市



【様式第４号】

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

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 14,370,727 

業務費用支出 4,806,193 
人件費支出 2,114,465 
物件費等支出 2,465,353 
支払利息支出 64,042 
その他の支出 162,333 

移転費用支出 9,564,534 
補助金等支出 5,781,257 
社会保障給付支出 2,899,254 
他会計への繰出支出 841,817 
その他の支出 42,206 

業務収入 11,628,480 
税収等収入 8,174,114 
国県等補助金収入 2,806,656 
使用料及び手数料収入 183,282 
その他の収入 464,428 

臨時支出 84,965 
災害復旧事業費支出 84,965 
その他の支出 - 

臨時収入 3,716,376 
業務活動収支 889,164 
【投資活動収支】

投資活動支出 2,017,043 
公共施設等整備費支出 1,420,967 
基金積立金支出 344,686 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 251,391 
その他の支出 - 

投資活動収入 1,123,376 
国県等補助金収入 460,845 
基金取崩収入 309,112 
貸付金元金回収収入 251,635 
資産売却収入 101,784 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 893,667 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,124,224 
地方債償還支出 1,124,224 
その他の支出 - 

財務活動収入 1,641,700 
地方債発行収入 1,641,700 
その他の収入 - 

財務活動収支 517,476 
本年度資金収支額 512,973 
前年度末資金残高 507,210 
本年度末資金残高 1,020,183 

前年度末歳計外現金残高 124,625 
本年度歳計外現金増減額 16,831 
本年度末歳計外現金残高 141,456 
本年度末現金預金残高 1,161,638 

科目

栃木県矢板市


