
【様式第1号】

自治体名：六ヶ所村

会計：連結会計 （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 64,443   固定負債 21,111

    有形固定資産 56,644     地方債等 8,220

      事業用資産 26,860     長期未払金 -

        土地 1,649     退職手当引当金 2,541

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 42,803     その他 10,350

        建物減価償却累計額 -21,643   流動負債 3,228

        工作物 5,448     １年内償還予定地方債等 1,027

        工作物減価償却累計額 -2,530     未払金 402

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 0

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 225

        航空機 -     預り金 1,530

        航空機減価償却累計額 -     その他 44

        その他 - 負債合計 24,339

        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 71,337

      インフラ資産 26,072   余剰分（不足分） -19,771

        土地 1,889   他団体出資等分 -

        建物 3,919

        建物減価償却累計額 -2,210

        工作物 62,158

        工作物減価償却累計額 -40,174

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 490

      物品 11,802

      物品減価償却累計額 -8,091

    無形固定資産 343

      ソフトウェア 325

      その他 18

    投資その他の資産 7,456

      投資及び出資金 73

        有価証券 3

        出資金 70

        その他 -

      長期延滞債権 118

      長期貸付金 313

      基金 6,954

        減債基金 489

        その他 6,464

      その他 4

      徴収不能引当金 -5

  流動資産 11,463

    現金預金 3,319

    未収金 1,027

    短期貸付金 49

    基金 6,845

      財政調整基金 5,899

      減債基金 946

    棚卸資産 82

    その他 146

    徴収不能引当金 -7

  繰延資産 0 純資産合計 51,567

資産合計 75,906 負債及び純資産合計 75,906

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：六ヶ所村

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 19,079

    業務費用 12,199

      人件費 3,915

        職員給与費 3,242

        賞与等引当金繰入額 195

        退職手当引当金繰入額 -51

        その他 529

      物件費等 7,875

        物件費 3,965

        維持補修費 493

        減価償却費 3,145

        その他 273

      その他の業務費用 409

        支払利息 154

        徴収不能引当金繰入額 8

        その他 247

    移転費用 6,880

      補助金等 4,811

      社会保障給付 1,989

      その他 80

  経常収益 2,523

    使用料及び手数料 1,268

    その他 1,255

純経常行政コスト 16,556

  臨時損失 12

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 11

  臨時利益 93

    資産売却益 83

    その他 11

純行政コスト 16,475



【様式第3号】

自治体名：六ヶ所村

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 50,097 71,545 -21,448 -

  純行政コスト（△） -16,475 -16,475 -

  財源 17,900 17,900 -

    税収等 9,781 9,781 -

    国県等補助金 8,119 8,119 -

  本年度差額 1,425 1,425 -

  固定資産等の変動（内部変動） -234 234

    有形固定資産等の増加 4,663 -4,663

    有形固定資産等の減少 -3,500 3,500

    貸付金・基金等の増加 1,304 -1,304

    貸付金・基金等の減少 -2,701 2,701

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 138 138

  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 -3 3 -6 -

  その他 -90 -115 25

  本年度純資産変動額 1,469 -208 1,677 -

本年度末純資産残高 51,567 71,337 -19,771 -

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：六ヶ所村

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 16,106

    業務費用支出 9,226

      人件費支出 3,937

      物件費等支出 4,918

      支払利息支出 148

      その他の支出 223

    移転費用支出 6,880

      補助金等支出 4,811

      社会保障給付支出 1,989

      その他の支出 80

  業務収入 17,190

    税収等収入 9,399

    国県等補助金収入 5,337

    使用料及び手数料収入 1,246

    その他の収入 1,208

  臨時支出 11

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 11

  臨時収入 197

業務活動収支 1,271

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,785

    公共施設等整備費支出 4,341

    基金積立金支出 334

    投資及び出資金支出 6

    貸付金支出 104

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,123

    国県等補助金収入 2,045

    基金取崩収入 1,952

    貸付金元金回収収入 120

    資産売却収入 83

    その他の収入 -77

投資活動収支 -662

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,187

    地方債等償還支出 1,113

    その他の支出 74

  財務活動収入 238

    地方債等発行収入 121

    その他の収入 117

前年度末歳計外現金残高 1,088

本年度歳計外現金増減額 437

本年度末歳計外現金残高 1,525

本年度末現金預金残高 3,319

財務活動収支 -949

本年度資金収支額 -340

前年度末資金残高 2,135

比例連結割合変更に伴う差額 -1

本年度末資金残高 1,794


