
【様式第1号】

自治体名：六ヶ所村

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 41,980   固定負債 3,478

    有形固定資産 35,475     地方債 2,640

      事業用資産 24,731     長期未払金 -

        土地 1,526     退職手当引当金 838

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 34,511     その他 -

        建物減価償却累計額 -15,329   流動負債 2,017

        工作物 5,285     １年内償還予定地方債 393

        工作物減価償却累計額 -2,395     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 101

        航空機 -     預り金 1,523

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,495

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,133   固定資産等形成分 48,840

      インフラ資産 9,327   余剰分（不足分） -2,995

        土地 1,562

        建物 1,397

        建物減価償却累計額 -1,126

        工作物 39,965

        工作物減価償却累計額 -32,848

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 376

      物品 4,309

      物品減価償却累計額 -2,892

    無形固定資産 318

      ソフトウェア 318

      その他 -

    投資その他の資産 6,186

      投資及び出資金 1,489

        有価証券 3

        出資金 555

        その他 930

      投資損失引当金 -173

      長期延滞債権 71

      長期貸付金 301

      基金 4,500

        減債基金 489

        その他 4,011

      その他 -

      徴収不能引当金 -2

  流動資産 9,361

    現金預金 1,831

    未収金 670

    短期貸付金 49

    基金 6,812

      財政調整基金 5,866

      減債基金 946

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 0 純資産合計 45,845

資産合計 51,340 負債及び純資産合計 51,340

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：六ヶ所村

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 -

純行政コスト 12,568

    その他 -

  臨時利益 80

    資産売却益 80

    資産除売却損 1

    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 12,647

  臨時損失 1

    災害復旧事業費 -

  経常収益 328

    使用料及び手数料 138

    その他 191

      社会保障給付 572

      他会計への繰出金 879

      その他 8

        その他 106

    移転費用 5,157

      補助金等 3,698

      その他の業務費用 153

        支払利息 44

        徴収不能引当金繰入額 3

        維持補修費 408

        減価償却費 2,244

        その他 -

        その他 261

      物件費等 5,917

        物件費 3,264

        職員給与費 1,484

        賞与等引当金繰入額 101

        退職手当引当金繰入額 -97

  経常費用 12,975

    業務費用 7,818

      人件費 1,749

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：六ヶ所村

会計：一般会計等 （単位：百万円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 44,442 48,385 -3,943

  純行政コスト（△） -12,568 -12,568

  財源 13,832 13,832

    税収等 7,985 7,985

    国県等補助金 5,847 5,847

  本年度差額 1,264 1,264

  固定資産等の変動（内部変動） 316 -316

    有形固定資産等の増加 4,395 -4,395

    有形固定資産等の減少 -2,574 2,574

    貸付金・基金等の増加 1,124 -1,124

    貸付金・基金等の減少 -2,628 2,628

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 138 138

  その他 2 2 -

  本年度純資産変動額 1,403 455 948

本年度末純資産残高 45,845 48,840 -2,995

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：六ヶ所村

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,073

本年度歳計外現金増減額 450

本年度末歳計外現金残高 1,523

本年度末現金預金残高 1,831

    その他の収入 -

財務活動収支 -446

本年度資金収支額 -247

前年度末資金残高 555

本年度末資金残高 308

  財務活動支出 446

    地方債償還支出 446

    その他の支出 -

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    貸付金元金回収収入 117

    資産売却収入 80

    その他の収入 -

投資活動収支 -586

【財務活動収支】

    貸付金支出 100

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,982

    国県等補助金収入 1,900

    基金取崩収入 1,886

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,568

    公共施設等整備費支出 4,065

    基金積立金支出 286

    投資及び出資金支出 117

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 187

業務活動収支 785

  業務収入 11,420

    税収等収入 7,987

    国県等補助金収入 3,104

    使用料及び手数料収入 139

    その他の収入 190

    移転費用支出 5,157

      補助金等支出 3,698

      社会保障給付支出 572

      他会計への繰出支出 879

      その他の支出 8

    業務費用支出 5,665

      人件費支出 1,843

      物件費等支出 3,673

      支払利息支出 44

      その他の支出 105

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 10,822


