
【様式第1号】

自治体名：黒部市

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 146,592,983,557   固定負債 69,605,279,888

    有形固定資産 143,121,998,920     地方債等 52,109,914,382

      事業用資産 56,913,112,437     長期未払金 21,745,591

        土地 13,018,608,495     退職手当引当金 2,730,819,766

        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 13,977,083,149

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 8,148,023,785

        建物 77,864,627,382     １年内償還予定地方債等 4,982,883,262

        建物減価償却累計額 -41,818,599,804     未払金 2,361,795,900

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 12,658,966,740     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -9,995,922,628     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 518,514,035

        船舶 -     預り金 167,505,291

        船舶減価償却累計額 -     その他 117,325,297

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 77,753,303,673

        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 148,799,660,526

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -67,085,664,096

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 7,226,396,783

        その他減価償却累計額 -3,669,408,423

        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 20,264,481,838

      物品減価償却累計額 -14,084,199,740

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 129,921,902

      ソフトウェア 126,515,822

      その他 3,406,080

    投資その他の資産 3,341,062,735

      投資及び出資金 775,650,593

        有価証券 34,812,676

        出資金 518,961,793

        その他 221,876,124

　　　投資損失引当金 -40,500,000

      長期延滞債権 169,716,816

      長期貸付金 106,944,000

      基金 2,013,485,654

        減債基金 337,059,280

        その他 1,676,426,374

      その他 329,339,608

      徴収不能引当金 -13,573,936

  流動資産 12,874,316,546

    現金預金 5,215,429,957

    未収金 5,074,496,809

    短期貸付金 18,672,000

    基金 2,188,004,969

      財政調整基金 1,988,004,969

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 381,272,669

    その他 249,000

    徴収不能引当金 -3,808,858

  繰延資産 - 純資産合計 81,713,996,430

資産合計 159,467,300,103 負債及び純資産合計 159,467,300,103

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：全体会計 （単位：円）

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

  経常費用 39,633,408,083

    業務費用 24,785,289,964

      人件費 8,750,004,048

        職員給与費 6,512,402,238

        賞与等引当金繰入額 514,698,945

        退職手当引当金繰入額 -78,964,944

        その他 1,801,867,809

      物件費等 14,870,144,455

        物件費 8,483,577,141

        維持補修費 293,328,557

        減価償却費 6,093,238,757

        その他 -

      その他の業務費用 1,165,141,461

        支払利息 507,586,026

        徴収不能引当金繰入額 15,358,993

        その他 642,196,442

    移転費用 14,848,118,119

      補助金等 12,686,811,057

      社会保障給付 2,003,129,996

      その他 158,177,066

  経常収益 12,166,905,115

    使用料及び手数料 10,341,218,532

    その他 1,825,686,583

純経常行政コスト 27,466,502,968

  臨時損失 201,479,251

    災害復旧事業費 2,101,000

    資産除売却損 8,193,656

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 191,184,595

  臨時利益 196,914,071

    資産売却益 5,740,344

    その他 191,173,727

純行政コスト 27,471,068,148



【様式第3号】

自治体名：黒部市

会計：全体会計 （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 79,316,206,600 150,278,734,363 -70,962,527,763 -

  純行政コスト（△） -27,471,068,148 -27,471,068,148 -

  財源 30,003,821,846 30,003,821,846 -

    税収等 15,150,043,283 15,150,043,283 -

    国県等補助金 14,853,778,563 14,853,778,563 -

  本年度差額 2,532,753,698 2,532,753,698 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,341,529,284 1,341,529,284

    有形固定資産等の増加 4,765,643,277 -4,765,643,277

    有形固定資産等の減少 -6,186,557,147 6,186,557,147

    貸付金・基金等の増加 872,863,031 -872,863,031

    貸付金・基金等の減少 -793,478,445 793,478,445

  資産評価差額 730,800 730,800

  無償所管換等 -138,275,353 -138,275,353

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 2,580,685 - 2,580,685

  本年度純資産変動額 2,397,789,830 -1,479,073,837 3,876,863,667 -

本年度末純資産残高 81,713,996,430 148,799,660,526 -67,085,664,096 -

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：全体会計 （単位：円）

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 33,586,576,328

    業務費用支出 18,738,458,209

      人件費支出 8,863,506,862

      物件費等支出 8,828,633,143

      支払利息支出 507,586,026

      その他の支出 538,732,178

    移転費用支出 14,848,118,119

      補助金等支出 12,686,811,057

      社会保障給付支出 2,003,129,996

      その他の支出 158,177,066

  業務収入 37,896,298,926

    税収等収入 14,988,925,028

    国県等補助金収入 11,443,923,640

    使用料及び手数料収入 9,638,050,273

    その他の収入 1,825,399,985

  臨時支出 193,278,875

    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 4,307,617,450

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,736,237,774

    公共施設等整備費支出 3,975,025,291

    基金積立金支出 371,540,483

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 389,672,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,379,356,187

    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 390,182,042

    資産売却収入 5,740,344

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,356,881,587

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,250,158,784

    地方債等償還支出 5,122,079,298

    その他の支出 128,079,486

  財務活動収入 4,438,501,655

    地方債等発行収入 4,438,501,655

    その他の収入 -

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 5,215,429,957

財務活動収支 -811,657,129

本年度資金収支額 1,139,078,734

前年度末資金残高 3,908,845,932

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,047,924,666


