
【様式第1号】

自治体名：珠洲市

会計：連結会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 65,988,538,176   固定負債 21,449,375,724

    有形固定資産 61,209,182,251     地方債等 16,749,908,725

      事業用資産 21,552,381,773     長期未払金 -

        土地 4,570,569,324     退職手当引当金 2,305,256,252

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 446,497,350     その他 2,394,210,747

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,086,401,374

        建物 37,347,468,217     １年内償還予定地方債等 2,109,397,236

        建物減価償却累計額 -21,649,571,111     未払金 622,185,383

        建物減損損失累計額 -     未払費用 3,268,893

        工作物 1,792,064,581     前受金 618,723

        工作物減価償却累計額 -1,055,185,416     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 236,407,680

        船舶 250,000     預り金 34,236,263

        船舶減価償却累計額 -249,999     その他 80,287,196

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 24,535,777,098

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 68,757,975,484

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -20,099,279,453

        航空機 -   他団体出資等分 -8,804,746

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 71,172

        その他減価償却累計額 -57,914

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 100,525,569

      インフラ資産 37,575,727,401

        土地 259,506,411

        土地減損損失累計額 -

        建物 574,706,198

        建物減価償却累計額 -325,044,453

        建物減損損失累計額 -

        工作物 84,031,438,234

        工作物減価償却累計額 -47,089,162,715

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 124,283,726

      物品 8,333,573,935

      物品減価償却累計額 -6,252,500,858

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 941,632,194

      ソフトウェア 19,400,394

      その他 922,231,800

    投資その他の資産 3,837,723,731

      投資及び出資金 209,997,710

        有価証券 -

        出資金 140,733,710

        その他 69,264,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 76,818,342

      長期貸付金 155,000,000

      基金 3,394,673,598

        減債基金 -

        その他 3,394,673,598

      その他 4,600,000

      徴収不能引当金 -3,365,919

  流動資産 7,077,763,668

    現金預金 3,630,961,928

    未収金 652,325,443

    短期貸付金 -

    基金 2,769,437,308

      財政調整基金 2,720,530,808

      減債基金 48,906,500

    棚卸資産 25,078,996

    その他 775,774

    徴収不能引当金 -815,781

  繰延資産 119,366,539 純資産合計 48,649,891,285

資産合計 73,185,668,383 負債及び純資産合計 73,185,668,383

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：珠洲市

会計：連結会計 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 21,441,968,704

    業務費用 11,670,389,852

      人件費 4,464,814,761

        職員給与費 3,271,859,604

        賞与等引当金繰入額 248,507,789

        退職手当引当金繰入額 197,722,980

        その他 746,724,388

      物件費等 6,715,118,471

        物件費 3,687,338,250

        維持補修費 226,948,747

        減価償却費 2,797,846,548

        その他 2,984,926

      その他の業務費用 490,456,620

        支払利息 195,414,483

        徴収不能引当金繰入額 4,180,079

        その他 290,862,058

    移転費用 9,771,578,852

      補助金等 5,174,172,775

      社会保障給付 722,816,295

      他会計への繰出金 458,832,312

      その他 3,415,757,470

  経常収益 4,603,482,222

    使用料及び手数料 3,968,758,947

    その他 634,723,275

純経常行政コスト 16,838,486,482

  臨時損失 49,471,498

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,322,422

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,227,971

純行政コスト 16,882,404,127

    その他 43,149,076

  臨時利益 5,553,853

    資産売却益 325,882



【様式第3号】

自治体名：珠洲市

会計：連結会計 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 49,438,999,544 69,703,201,150 -20,252,622,526 -11,579,080

  純行政コスト（△） -16,882,404,127 -16,885,178,461 2,774,334

  財源 16,004,750,059 16,004,750,059 -

    税収等 10,799,616,409 10,799,616,409 -

    国県等補助金 5,205,133,650 5,205,133,650 -

  本年度差額 -877,654,068 -880,428,402 2,774,334

  固定資産等の変動（内部変動） -989,531,600 989,531,600

    有形固定資産等の増加 2,858,720,070 -2,859,181,935

    有形固定資産等の減少 -3,830,035,786 3,830,035,786

    貸付金・基金等の増加 192,628,850 -192,166,985

    貸付金・基金等の減少 -210,844,734 210,844,734

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,000,000 5,000,000

  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 40,442,891 -20,590,946 61,033,837 -

  その他 43,102,918 59,896,880 -16,793,962

  本年度純資産変動額 -789,108,259 -945,225,666 153,343,073 2,774,334

本年度末純資産残高 48,649,891,285 68,757,975,484 -20,099,279,453 -8,804,746

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：珠洲市

会計：連結会計 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 17,841,983,941

    業務費用支出 8,370,240,827

      人件費支出 4,376,352,608

      物件費等支出 3,648,352,910

      支払利息支出 195,414,483

      その他の支出 150,120,826

    移転費用支出 9,471,743,114

      補助金等支出 4,874,407,775

      社会保障給付支出 722,816,295

      他会計への繰出支出 458,832,312

      その他の支出 3,415,686,732

  業務収入 19,886,391,407

    税収等収入 10,476,800,003

    国県等補助金収入 4,853,871,945

    使用料及び手数料収入 3,922,392,763

    その他の収入 633,326,696

  臨時支出 981

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 981

  臨時収入 41,019,061

業務活動収支 2,085,425,546

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,118,454,420

    公共施設等整備費支出 2,001,813,108

    基金積立金支出 104,526,312

    投資及び出資金支出 10,000,000

    貸付金支出 1,800,000

    その他の支出 315,000

  投資活動収入 585,446,362

    国県等補助金収入 378,722,311

    基金取崩収入 204,430,124

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 326,872

    その他の収入 1,967,055

投資活動収支 -1,533,008,058

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,033,036,876

    地方債等償還支出 2,033,036,876

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,544,460,114

    地方債等発行収入 1,544,460,114

    その他の収入 -

財務活動収支 -488,576,762

本年度資金収支額 63,840,726

前年度末資金残高 3,533,479,827

比例連結割合変更に伴う差額 57,234

本年度末資金残高 3,597,377,787

前年度末歳計外現金残高 33,788,951

本年度歳計外現金増減額 -204,810

本年度末歳計外現金残高 33,584,141

本年度末現金預金残高 3,630,961,928


