
【様式第１号】

全体貸借対照表
（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 71,718,533 固定負債 25,441,578 

有形固定資産 69,503,302 地方債等 16,143,435 
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 2,058,640 
立木竹 202,093 損失補償等引当金 - 
建物 51,722,020 その他 6,868,721 
建物減価償却累計額 △ 31,619,725 流動負債 1,976,763 
工作物 819,936 １年内償還予定地方債等 1,513,636 
工作物減価償却累計額 △ 647,841 未払金 140,142 
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 167,235 
航空機 - 預り金 141,456 
航空機減価償却累計額 - その他 14,295 
その他 - 27,418,341 
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 72,728,437 

インフラ資産 41,266,159 余剰分（不足分） △ 24,838,746 
土地 7,586,551 
建物 1,777,676 
建物減価償却累計額 △ 751,989 
工作物 73,235,689 
工作物減価償却累計額 △ 42,603,057 
その他 3,225,712 
その他減価償却累計額 △ 1,805,054 
建設仮勘定 600,631 

物品 692,680 
物品減価償却累計額 △ 552,771 

無形固定資産 9,925 
ソフトウェア 3,850 
その他 6,075 

投資その他の資産 2,205,306 
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 346,663 
長期貸付金 1,015 
基金 1,742,663 

減債基金 166,768 
その他 1,575,896 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 36,217 

流動資産 3,589,500 
現金預金 2,112,942 
未収金 422,936 
短期貸付金 - 
基金 1,009,904 

財政調整基金 1,009,904 
減債基金 - 

棚卸資産 21,514 
その他 36,372 
徴収不能引当金 △ 14,169 

繰延資産 - 47,889,691 
75,308,032 75,308,032 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】

全体行政コスト計算書
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 23,223,891 

業務費用 7,896,200 

人件費 2,285,748 

職員給与費 1,708,471 

賞与等引当金繰入額 163,653 

退職手当引当金繰入額 11,151 

その他 402,473 

物件費等 4,817,355 

物件費 1,349,491 

維持補修費 731,035 

減価償却費 2,719,598 

その他 17,232 

その他の業務費用 793,097 

支払利息 142,014 

徴収不能引当金繰入額 23,387 

その他 627,697 

移転費用 15,327,690 

補助金等 12,386,100 

社会保障給付 2,899,254 

他会計への繰出金 - 

その他 42,337 

経常収益 2,016,002 

使用料及び手数料 1,156,897 

その他 859,105 

純経常行政コスト 21,207,889 

臨時損失 245,486 

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 3,534 

臨時利益 33,182 

資産売却益 28,059 

その他 5,123 

純行政コスト 21,420,192 

科目

栃木県矢板市



【様式第３号】

全体純資産変動計算書
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 48,009,215 73,656,806 △ 25,647,591 

純行政コスト（△） △ 21,420,192 △ 21,420,192 

財源 21,324,705 21,324,705 

税収等 10,693,977 10,693,977 

国県等補助金 10,630,728 10,630,728 

本年度差額 △ 95,488 △ 95,488 

固定資産等の変動（内部変動） △ 904,333 904,333 

有形固定資産等の増加 1,975,450 △ 1,975,450 

有形固定資産等の減少 △ 2,960,376 2,960,376 

貸付金・基金等の増加 896,755 △ 896,755 

貸付金・基金等の減少 △ 816,162 816,162 

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 △ 119,524 △ 928,369 808,845 

本年度末純資産残高 47,889,691 72,728,437 △ 24,838,746 

科目 合計

栃木県矢板市



【様式第４号】

全体資金収支計算書
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 20,723,029 

業務費用支出 5,742,378 
人件費支出 2,271,506 
物件費等支出 2,701,743 
支払利息支出 142,014 
その他の支出 627,115 

移転費用支出 14,980,651 
補助金等支出 12,039,061 
社会保障給付支出 2,899,254 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 42,337 

業務収入 18,714,146 
税収等収入 10,670,978 
国県等補助金収入 6,518,294 
使用料及び手数料収入 1,153,421 
その他の収入 371,453 

臨時支出 88,499 
災害復旧事業費支出 84,965 
その他の支出 3,534 

臨時収入 3,734,952 
業務活動収支 1,637,570 
【投資活動収支】

投資活動支出 2,610,853 
公共施設等整備費支出 1,928,133 
基金積立金支出 431,329 
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 1,293,350 
国県等補助金収入 605,724 
基金取崩収入 314,207 
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 20,000 

投資活動収支 △ 1,317,503 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,468,529 
地方債等償還支出 1,468,529 
その他の支出 - 

財務活動収入 1,885,400 
地方債等発行収入 1,885,400 
その他の収入 - 

財務活動収支 416,871 
本年度資金収支額 736,937 
前年度末資金残高 1,234,549 
本年度末資金残高 1,971,486 

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 2,112,942 

科目

栃木県矢板市


