
【様式第1号】

自治体名：珠洲市

会計：全体会計 （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 64,702,569,093   固定負債 21,449,375,724

    有形固定資産 59,977,779,100     地方債等 16,749,908,725

      事業用資産 20,543,276,779     長期未払金 -

        土地 4,520,391,087     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 3,017,039,296

        建物 35,725,728,855     １年内償還予定地方債等 2,054,837,434

        建物減価償却累計額 -20,907,929,418     未払金 614,274,185

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,352,528,660     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -683,994,695     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 -     預り金 31,232,801

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

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 24,466,415,020

        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 67,438,030,493

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -20,137,967,630

        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 -

        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 90,054,940

      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 6,288,973,388

      物品減価償却累計額 -4,430,198,468

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 939,267,360

      ソフトウェア 18,837,360

      その他 920,430,000

    投資その他の資産 3,785,522,633

      投資及び出資金 217,321,000

        有価証券 -

        出資金 148,057,000

        その他 69,264,000

      投資損失引当金 -41,337,575

      長期延滞債権 76,789,852

      長期貸付金 245,000,000

      基金 3,286,913,720

        減債基金 -

        その他 3,286,913,720

      その他 4,200,000

      徴収不能引当金 -3,364,364

  流動資産 6,944,542,251

    現金預金 3,547,991,355

    未収金 643,314,292

    短期貸付金 5,000,000

    基金 2,730,461,400

      財政調整基金 2,681,554,900

      減債基金 48,906,500

    棚卸資産 18,389,260

    その他 200,000

    徴収不能引当金 -814,056

  繰延資産 119,366,539 純資産合計 47,300,062,863

資産合計 71,766,477,883 負債及び純資産合計 71,766,477,883

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：全体会計 （単位：円）

    その他 5,264,889

純行政コスト 13,746,685,583

    その他 981

  臨時利益 5,590,771

    資産売却益 325,882

    資産除売却損 2,314,120

    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 13,749,961,253

  臨時損失 2,315,101

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,358,495,700

    使用料及び手数料 3,965,583,171

    その他 392,912,529

      社会保障給付 716,681,015

      他会計への繰出金 458,832,312

      その他 1,234,000

        その他 237,398,431

    移転費用 7,537,420,303

      補助金等 6,360,672,976

      その他の業務費用 435,995,937

        支払利息 194,419,086

        徴収不能引当金繰入額 4,178,420

        維持補修費 214,988,815

        減価償却費 2,618,208,308

        その他 2,984,062

        その他 685,365,351

      物件費等 6,103,523,449

        物件費 3,267,342,264

        職員給与費 2,903,750,040

        賞与等引当金繰入額 245,968,958

        退職手当引当金繰入額 196,432,915

  経常費用 18,108,456,953

    業務費用 10,571,036,650

      人件費 4,031,517,264

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



【様式第3号】

自治体名：珠洲市

会計：全体会計 （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 47,930,881,117 68,282,980,366 -20,352,099,249 -

  純行政コスト（△） -13,746,685,583 -13,746,685,583 -

  財源 13,041,603,329 13,041,603,329 -

    税収等 9,408,576,210 9,408,576,210 -

    国県等補助金 3,633,027,119 3,633,027,119 -

  本年度差額 -705,082,254 -705,082,254 -

  固定資産等の変動（内部変動） -919,213,873 919,213,873

    有形固定資産等の増加 2,773,178,074 -2,773,639,939

    有形固定資産等の減少 -3,673,088,557 3,673,088,557

    貸付金・基金等の増加 188,793,640 -188,331,775

    貸付金・基金等の減少 -208,097,030 208,097,030

  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 - - - -

  その他 69,264,000 69,264,000 -

  本年度純資産変動額 -630,818,254 -844,949,873 214,131,619 -

本年度末純資産残高 47,300,062,863 67,438,030,493 -20,137,967,630 -

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：全体会計 （単位：円）

本年度末資金残高 3,516,758,554

前年度末歳計外現金残高 31,578,613

本年度歳計外現金増減額 -345,812

本年度末歳計外現金残高 31,232,801

本年度末現金預金残高 3,547,991,355

    その他の収入 -

財務活動収支 -441,524,722

本年度資金収支額 145,921,702

前年度末資金残高 3,370,836,852

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 1,985,984,836

    地方債等償還支出 1,985,984,836

    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

    貸付金元金回収収入 5,000,000

    資産売却収入 326,872

    その他の収入 1,967,055

投資活動収支 -1,461,361,838

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,800,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 573,561,757

    国県等補助金収入 364,264,196

    基金取崩収入 202,003,634

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,034,923,595

    公共施設等整備費支出 1,921,271,112

    基金積立金支出 101,852,483

    投資及び出資金支出 10,000,000

  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 2,048,808,262

  業務収入 16,693,259,054

    税収等収入 9,085,759,804

    国県等補助金収入 3,296,223,529

    使用料及び手数料収入 3,919,216,987

    その他の収入 392,058,734

    移転費用支出 7,237,655,303

      補助金等支出 6,060,907,976

      社会保障給付支出 716,681,015

      他会計への繰出支出 458,832,312

      その他の支出 1,234,000

    業務費用支出 7,447,813,569

      人件費支出 3,943,254,071

      物件費等支出 3,214,193,625

      支払利息支出 194,419,086

      その他の支出 95,946,787

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 14,685,468,872


