
【様式第1号】

自治体名：黒部市

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 109,098,373,051   固定負債 31,519,188,503

    有形固定資産 92,709,339,156     地方債 27,917,120,262

      事業用資産 44,141,393,388     長期未払金 -

        土地 11,418,710,893     退職手当引当金 2,730,819,766

        立木竹 411,953,600     損失補償等引当金 765,717,000

        建物 66,940,436,103     その他 105,531,475

        建物減価償却累計額 -38,004,971,490   流動負債 2,844,897,572

        工作物 12,027,901,158     １年内償還予定地方債 2,430,868,972

        工作物減価償却累計額 -9,936,840,776     未払金 58,629

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 1,107,151     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -442,860     賞与等引当金 189,186,225

        航空機 -     預り金 167,505,291

        航空機減価償却累計額 -     その他 57,278,455

        その他 420,500,702 負債合計 34,364,086,075

        その他減価償却累計額 -352,787,094 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,215,826,001   固定資産等形成分 111,064,896,903

      インフラ資産 47,988,094,685   余剰分（不足分） -31,007,457,145

        土地 15,904,717,302

        建物 852,374,330

        建物減価償却累計額 -607,385,204

        工作物 79,005,161,287

        工作物減価償却累計額 -48,233,902,791

        その他 137,583,800

        その他減価償却累計額 -128,913,415

        建設仮勘定 1,058,459,376

      物品 4,618,222,445

      物品減価償却累計額 -4,038,371,362

    無形固定資産 122,943,406

      ソフトウェア 119,537,326

      その他 3,406,080

    投資その他の資産 16,266,090,489

      投資及び出資金 14,332,915,563

        有価証券 34,812,676

        出資金 14,076,226,763

        その他 221,876,124

      投資損失引当金 -40,500,000

      長期延滞債権 113,508,489

      長期貸付金 106,032,000

      基金 1,763,346,739

        減債基金 337,059,280

        その他 1,426,287,459

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,212,302

  流動資産 5,323,152,782

    現金預金 1,026,317,707

    未収金 2,330,990,844

    短期貸付金 18,672,000

    基金 1,947,851,852

      財政調整基金 1,747,851,852

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -679,621 純資産合計 80,057,439,758

資産合計 114,421,525,833 負債及び純資産合計 114,421,525,833

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：黒部市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 22,617,389,398

    その他 6,720

  臨時利益 5,740,344

    資産売却益 5,740,344

    資産除売却損 5,030,667

    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 22,615,991,355

  臨時損失 7,138,387

    災害復旧事業費 2,101,000

  経常収益 637,010,763

    使用料及び手数料 182,851,511

    その他 454,159,252

      社会保障給付 2,003,009,996

      他会計への繰出金 904,060,874

      その他 143,331,412

        その他 58,639,991

    移転費用 12,599,441,589

      補助金等 9,549,039,307

      その他の業務費用 188,795,195

        支払利息 120,263,281

        徴収不能引当金繰入額 9,891,923

        維持補修費 176,325,695

        減価償却費 3,696,565,768

        その他 -

        その他 418,695,553

      物件費等 7,498,963,313

        物件費 3,626,071,850

        職員給与費 2,436,885,187

        賞与等引当金繰入額 189,186,225

        退職手当引当金繰入額 -78,964,944

  経常費用 23,253,002,118

    業務費用 10,653,560,529

      人件費 2,965,802,021

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：黒部市

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 78,170,470,873 111,076,035,710 -32,905,564,837

  純行政コスト（△） -22,617,389,398 -22,617,389,398

  財源 24,127,407,340 24,127,407,340

    税収等 13,983,192,858 13,983,192,858

    国県等補助金 10,144,214,482 10,144,214,482

  本年度差額 1,510,017,942 1,510,017,942

  固定資産等の変動（内部変動） -388,089,750 388,089,750

    有形固定資産等の増加 2,725,903,197 -2,725,903,197

    有形固定資産等の減少 -3,701,596,435 3,701,596,435

    貸付金・基金等の増加 1,217,378,503 -1,217,378,503

    貸付金・基金等の減少 -629,775,015 629,775,015

  資産評価差額 730,800 730,800

  無償所管換等 376,220,143 376,220,143

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,886,968,885 -11,138,807 1,898,107,692

本年度末純資産残高 80,057,439,758 111,064,896,903 -31,007,457,145

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：黒部市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 167,472,002

本年度歳計外現金増減額 33,289

本年度末歳計外現金残高 167,505,291

本年度末現金預金残高 1,026,317,707

    その他の収入 -

財務活動収支 -223,446,319

本年度資金収支額 -25,726,019

前年度末資金残高 884,538,435

本年度末資金残高 858,812,416

  財務活動支出 2,408,125,319

    地方債償還支出 2,350,346,389

    その他の支出 57,778,930

  財務活動収入 2,184,679,000

    地方債発行収入 2,184,679,000

    貸付金元金回収収入 390,182,042

    資産売却収入 5,740,344

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,946,440,951

【財務活動収支】

    貸付金支出 388,760,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,982,971,290

    国県等補助金収入 1,353,168,868

    基金取崩収入 233,880,036

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,929,412,241

    公共施設等整備費支出 2,712,896,497

    基金積立金支出 330,703,744

    投資及び出資金支出 497,052,000

  臨時支出 2,101,000

    災害復旧事業費支出 2,101,000

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 2,144,161,251

  業務収入 21,778,513,474

    税収等収入 13,906,726,674

    国県等補助金収入 7,232,160,437

    使用料及び手数料収入 185,986,071

    その他の収入 453,640,292

    移転費用支出 12,599,441,589

      補助金等支出 9,549,039,307

      社会保障給付支出 2,003,009,996

      他会計への繰出支出 904,060,874

      その他の支出 143,331,412

    業務費用支出 7,032,809,634

      人件費支出 3,047,524,887

      物件費等支出 3,819,079,545

      支払利息支出 120,263,281

      その他の支出 45,941,921

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 19,632,251,223


