
【様式第1号】

自治体名：与那国町
会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 23,842,187   固定負債 2,278,726

    有形固定資産 22,550,688     地方債 2,278,726

      事業用資産 9,292,359     長期未払金 -

        土地 1,607,681     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,933,506     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,448,165   流動負債 335,999

        工作物 2,678,417     １年内償還予定地方債 286,774

        工作物減価償却累計額 -1,284,473     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 36,443

        航空機 -     預り金 12,782

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,614,724

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 805,393   固定資産等形成分 25,297,920

      インフラ資産 12,341,092   余剰分（不足分） -2,243,690

        土地 176,595

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 27,489,216

        工作物減価償却累計額 -16,637,760

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,313,041

      物品 1,555,943

      物品減価償却累計額 -638,706

    無形固定資産 41,722

      ソフトウェア 41,722

      その他 -

    投資その他の資産 1,249,777

      投資及び出資金 109,131

        有価証券 20,922

        出資金 88,208

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 160,581

      長期貸付金 1,430

      基金 979,121

        減債基金 17,241

        その他 961,880

      その他 -

      徴収不能引当金 -485

  流動資産 1,826,768

    現金預金 368,140

    未収金 3,038

    短期貸付金 620

    基金 1,455,113

      財政調整基金 1,455,113

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -143 純資産合計 23,054,231

資産合計 25,668,955 負債及び純資産合計 25,668,955

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：与那国町
会計：一般会計等 （単位：千円）

純行政コスト 3,583,116

  臨時利益 2,153

    資産売却益 2,153

    その他 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時損失 130,671

    災害復旧事業費 38,235

    資産除売却損 92,436

    使用料及び手数料 27,684

    その他 29,330

純経常行政コスト 3,454,598

      他会計への繰出金 167,115

      その他 -

  経常収益 57,014

    移転費用 903,786

      補助金等 655,001

      社会保障給付 81,671

        支払利息 11,867

        徴収不能引当金繰入額 628

        その他 42,994

        減価償却費 1,169,605

        その他 -

      その他の業務費用 55,489

      物件費等 1,933,528

        物件費 604,270

        維持補修費 159,653

        賞与等引当金繰入額 36,443

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 115,526

    業務費用 2,607,826

      人件費 618,809

        職員給与費 466,840

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 3,511,612



【様式第3号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計等 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 22,629,599 24,735,441 -2,105,843

  純行政コスト（△） -3,583,116 -3,583,116

  財源 3,947,776 3,947,776

    税収等 1,967,156 1,967,156

    国県等補助金 1,980,619 1,980,619

  本年度差額 364,660 364,660

  固定資産等の変動（内部変動） 502,507 -502,507

    有形固定資産等の増加 1,740,419 -1,740,419

    有形固定資産等の減少 -1,264,855 1,264,855

    貸付金・基金等の増加 355,305 -355,305

    貸付金・基金等の減少 -328,362 328,362

  資産評価差額 -2,877 -2,877

  無償所管換等 62,369 62,369

  その他 480 480 -

  本年度純資産変動額 424,632 562,479 -137,847

本年度末純資産残高 23,054,231 25,297,920 -2,243,690

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：与那国町

会計：一般会計等 （単位：千円）

本年度末歳計外現金残高 12,782

本年度末現金預金残高 368,140

本年度末資金残高 355,358

前年度末歳計外現金残高 11,138

本年度歳計外現金増減額 1,644

財務活動収支 62,697

本年度資金収支額 -74,594

前年度末資金残高 429,951

  財務活動収入 358,570

    地方債発行収入 358,570

    その他の収入 -

  財務活動支出 295,873

    地方債償還支出 295,873

    その他の支出 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -551,207

【財務活動収支】

    基金取崩収入 320,088

    貸付金元金回収収入 1,100

    資産売却収入 4,967

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,539,045

    国県等補助金収入 1,212,891

    基金積立金支出 349,333

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 500

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,090,252

    公共施設等整備費支出 1,740,419

    その他の支出 -

  臨時収入 20,680

業務活動収支 413,916

    その他の収入 30,797

  臨時支出 38,235

    災害復旧事業費支出 38,235

    税収等収入 1,965,894

    国県等補助金収入 747,048

    使用料及び手数料収入 28,116

      他会計への繰出支出 167,115

      その他の支出 -

  業務収入 2,771,855

    移転費用支出 903,786

      補助金等支出 655,001

      社会保障給付支出 81,671

      物件費等支出 763,922

      支払利息支出 11,867

      その他の支出 42,994

  業務支出 2,340,384

    業務費用支出 1,436,598

      人件費支出 617,814

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】



【様式第1号】

自治体名：与那国町
会計：一般会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 23,842,187   固定負債 2,278,726

    有形固定資産 22,550,688     地方債 2,278,726

      事業用資産 9,292,359     長期未払金 -

        土地 1,607,681     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,933,506     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,448,165   流動負債 335,999

        工作物 2,678,417     １年内償還予定地方債 286,774

        工作物減価償却累計額 -1,284,473     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 36,443

        航空機 -     預り金 12,782

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,614,724

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 805,393   固定資産等形成分 25,297,920

      インフラ資産 12,341,092   余剰分（不足分） -2,243,690

        土地 176,595

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 27,489,216

        工作物減価償却累計額 -16,637,760

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,313,041

      物品 1,555,943

      物品減価償却累計額 -638,706

    無形固定資産 41,722

      ソフトウェア 41,722

      その他 -

    投資その他の資産 1,249,777

      投資及び出資金 109,131

        有価証券 20,922

        出資金 88,208

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 160,581

      長期貸付金 1,430

      基金 979,121

        減債基金 17,241

        その他 961,880

      その他 -

      徴収不能引当金 -485

  流動資産 1,826,768

    現金預金 368,140

    未収金 3,038

    短期貸付金 620

    基金 1,455,113

      財政調整基金 1,455,113

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -143 純資産合計 23,054,231

資産合計 25,668,955 負債及び純資産合計 25,668,955

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：与那国町
会計：一般会計 （単位：千円）

純行政コスト 3,583,116

  臨時利益 2,153

    資産売却益 2,153

    その他 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時損失 130,671

    災害復旧事業費 38,235

    資産除売却損 92,436

    使用料及び手数料 27,684

    その他 29,330

純経常行政コスト 3,454,598

      他会計への繰出金 167,115

      その他 -

  経常収益 57,014

    移転費用 903,786

      補助金等 655,001

      社会保障給付 81,671

        支払利息 11,867

        徴収不能引当金繰入額 628

        その他 42,994

        減価償却費 1,169,605

        その他 -

      その他の業務費用 55,489

      物件費等 1,933,528

        物件費 604,270

        維持補修費 159,653

        賞与等引当金繰入額 36,443

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 115,526

    業務費用 2,607,826

      人件費 618,809

        職員給与費 466,840

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 3,511,612



【様式第3号】

自治体名：与那国町

会計：一般会計 （単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 22,629,599 24,735,441 -2,105,843

  純行政コスト（△） -3,583,116 -3,583,116

  財源 3,947,776 3,947,776

    税収等 1,967,156 1,967,156

    国県等補助金 1,980,619 1,980,619

  本年度差額 364,660 364,660

  固定資産等の変動（内部変動） 502,507 -502,507

    有形固定資産等の増加 1,740,419 -1,740,419

    有形固定資産等の減少 -1,264,855 1,264,855

    貸付金・基金等の増加 355,305 -355,305

    貸付金・基金等の減少 -328,362 328,362

  資産評価差額 -2,877 -2,877

  無償所管換等 62,369 62,369

  その他 480 480 -

  本年度純資産変動額 424,632 562,479 -137,847

本年度末純資産残高 23,054,231 25,297,920 -2,243,690

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：与那国町

会計：一般会計 （単位：千円）

本年度末歳計外現金残高 12,782

本年度末現金預金残高 368,140

本年度末資金残高 355,358

前年度末歳計外現金残高 11,138

本年度歳計外現金増減額 1,644

財務活動収支 62,697

本年度資金収支額 -74,594

前年度末資金残高 429,951

  財務活動収入 358,570

    地方債発行収入 358,570

    その他の収入 -

  財務活動支出 295,873

    地方債償還支出 295,873

    その他の支出 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -551,207

【財務活動収支】

    基金取崩収入 320,088

    貸付金元金回収収入 1,100

    資産売却収入 4,967

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,539,045

    国県等補助金収入 1,212,891

    基金積立金支出 349,333

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 500

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,090,252

    公共施設等整備費支出 1,740,419

    その他の支出 -

  臨時収入 20,680

業務活動収支 413,916

    その他の収入 30,797

  臨時支出 38,235

    災害復旧事業費支出 38,235

    税収等収入 1,965,894

    国県等補助金収入 747,048

    使用料及び手数料収入 28,116

      他会計への繰出支出 167,115

      その他の支出 -

  業務収入 2,771,855

    移転費用支出 903,786

      補助金等支出 655,001

      社会保障給付支出 81,671

      物件費等支出 763,922

      支払利息支出 11,867

      その他の支出 42,994

  業務支出 2,340,384

    業務費用支出 1,436,598

      人件費支出 617,814

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】


