
【様式第1号】

自治体名：黒部市

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 152,795,651,660   固定負債 74,774,951,336

    有形固定資産 145,085,700,150     地方債等 52,850,960,257

      事業用資産 58,646,429,679     長期未払金 21,745,591

        土地 13,097,407,022     退職手当引当金 7,058,996,952

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 765,717,000

        立木竹 411,953,600     その他 14,077,531,536

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 8,379,509,351

        建物 78,770,662,730     １年内償還予定地方債等 5,131,758,538

        建物減価償却累計額 -42,324,514,851     未払金 2,394,556,848

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 14,125,285,250     前受金 6,165,200

        工作物減価償却累計額 -10,669,879,491     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 549,236,734

        船舶 -     預り金 180,463,193

        船舶減価償却累計額 -     その他 117,328,838

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 83,154,460,687

        浮標等 1,107,151 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -442,860   固定資産等形成分 156,062,703,409

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -71,532,067,708

        航空機 -   他団体出資等分 -23,426,249

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 10,225,334,836

        その他減価償却累計額 -6,206,309,709

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,215,826,001

      インフラ資産 80,028,604,385

        土地 16,923,470,282

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,492,590,181

        建物減価償却累計額 -1,455,339,952

        建物減損損失累計額 -

        工作物 119,192,305,558

        工作物減価償却累計額 -59,291,485,648

        工作物減損損失累計額 -

        その他 168,293,127

        その他減価償却累計額 -134,969,143

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,133,739,980

      物品 22,114,768,841

      物品減価償却累計額 -15,704,102,755

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 132,156,477

      ソフトウェア 128,260,671

      その他 3,895,806

    投資その他の資産 7,577,795,033

      投資及び出資金 422,129,922

        有価証券 34,812,676

        出資金 165,441,122

        その他 221,876,124

      長期延滞債権 182,190,729

      長期貸付金 106,944,000

      基金 6,550,560,003

        減債基金 337,059,280

        その他 6,213,500,723

      その他 329,544,315

      徴収不能引当金 -13,573,936

  流動資産 14,866,018,479

    現金預金 6,114,809,766

    未収金 5,086,345,661

    短期貸付金 18,672,000

    基金 3,248,379,749

      財政調整基金 3,048,379,749

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 398,270,017

    その他 3,350,144

    徴収不能引当金 -3,808,858

  繰延資産 - 純資産合計 84,507,209,452

資産合計 167,661,670,139 負債及び純資産合計 167,661,670,139

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：黒部市

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 5,740,344

    その他 191,173,727

純行政コスト 35,992,791,562

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 191,196,958

  臨時利益 196,914,071

  臨時損失 201,491,614

    災害復旧事業費 2,101,000

    資産除売却損 8,193,656

    使用料及び手数料 10,660,860,803

    その他 1,807,219,486

純経常行政コスト 35,988,214,019

      社会保障給付 2,010,498,458

      その他 221,122,048

  経常収益 12,468,080,289

        その他 790,494,673

    移転費用 22,007,677,987

      補助金等 19,776,057,481

      その他の業務費用 1,317,622,228

        支払利息 511,768,562

        徴収不能引当金繰入額 15,358,993

        維持補修費 359,573,582

        減価償却費 6,257,559,135

        その他 1,008,787

        その他 1,917,167,540

      物件費等 15,688,850,950

        物件費 9,070,709,446

        職員給与費 7,222,504,758

        賞与等引当金繰入額 517,344,777

        退職手当引当金繰入額 -214,873,932

  経常費用 48,456,294,308

    業務費用 26,448,616,321

      人件費 9,442,143,143

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 81,583,725,363 157,613,507,854 -76,018,417,069 -11,365,422

  純行政コスト（△） -35,992,791,562 -35,975,200,177 -17,591,385

  財源 38,917,462,339 38,913,788,558 3,673,781

    税収等 19,423,038,118 19,420,374,343 2,663,775

    国県等補助金 19,494,424,221 19,493,414,215 1,010,006

  本年度差額 2,924,670,777 2,938,588,381 -13,917,604

  固定資産等の変動（内部変動） -1,514,983,722 1,514,983,722

    有形固定資産等の増加 4,801,091,320 -4,801,091,320

    有形固定資産等の減少 -6,350,882,725 6,350,882,725

    貸付金・基金等の増加 828,502,870 -828,502,870

    貸付金・基金等の減少 -793,695,187 793,695,187

  資産評価差額 65,539,114 65,539,114

  無償所管換等 -138,275,353 -138,275,353

  他団体出資等分の増加 -1,856,777 1,856,777

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 68,968,864 36,915,516 32,053,348 -

  その他 2,580,687 - 2,580,687

  本年度純資産変動額 2,923,484,089 -1,550,804,445 4,486,349,361 -12,060,827

本年度末純資産残高 84,507,209,452 156,062,703,409 -71,532,067,708 -23,426,249

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 170,544,827

本年度歳計外現金増減額 -102,458

本年度末歳計外現金残高 170,442,369

本年度末現金預金残高 6,114,809,766

財務活動収支 -886,914,634

本年度資金収支額 1,429,508,979

前年度末資金残高 4,509,953,959

比例連結割合変更に伴う差額 4,904,459

本年度末資金残高 5,944,367,397

    地方債等償還支出 5,263,947,331

    その他の支出 132,992,855

  財務活動収入 4,510,025,552

    地方債等発行収入 4,510,025,552

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,740,344

    その他の収入 48,400

投資活動収支 -2,403,216,259

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,396,940,186

    その他の支出 341,375

  投資活動収入 2,297,404,587

    国県等補助金収入 1,708,154,140

    基金取崩収入 275,279,661

    貸付金元金回収収入 308,182,042

  投資活動支出 4,700,620,846

    公共施設等整備費支出 3,993,141,191

    基金積立金支出 399,466,280

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 307,672,000

    災害復旧事業費支出 2,101,000

    その他の支出 191,177,875

  臨時収入 191,173,727

業務活動収支 4,719,639,872

【投資活動収支】

    税収等収入 19,259,281,771

    国県等補助金収入 16,089,901,101

    使用料及び手数料収入 9,957,692,545

    その他の収入 1,797,037,372

  臨時支出 193,278,875

    移転費用支出 22,008,234,853

      補助金等支出 19,776,057,482

      社会保障給付支出 2,010,498,458

      その他の支出 221,678,913

  業務収入 47,103,912,789

    業務費用支出 20,373,932,916

      人件費支出 9,691,172,946

      物件費等支出 9,484,492,361

      支払利息支出 511,768,562

      その他の支出 686,499,047

連結資金収支計算書
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 42,382,167,769


