
【様式第1号】

自治体名：珠洲市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 54,284,494,550   固定負債 13,350,587,942

    有形固定資産 48,551,076,142     地方債 11,798,851,483

      事業用資産 17,144,153,498     長期未払金 -

        土地 3,825,422,680     退職手当引当金 1,551,736,459

        立木竹 446,497,350     損失補償等引当金 -

        建物 29,710,290,846     その他 -

        建物減価償却累計額 -17,537,580,360   流動負債 1,712,578,585

        工作物 769,963,645     １年内償還予定地方債 1,555,175,408

        工作物減価償却累計額 -231,496,563     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 126,104,667

        航空機 -     預り金 31,298,510

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 15,063,166,527

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 161,055,900   固定資産等形成分 57,221,849,018

      インフラ資産 30,937,744,875   余剰分（不足分） -14,517,475,838

        土地 213,822,944

        建物 174,538,881

        建物減価償却累計額 -100,324,431

        工作物 72,552,834,836

        工作物減価償却累計額 -42,062,737,747

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 159,610,392

      物品 1,156,116,401

      物品減価償却累計額 -686,938,632

    無形固定資産 13,682,520

      ソフトウェア 13,682,520

      その他 -

    投資その他の資産 5,719,735,888

      投資及び出資金 3,696,634,441

        有価証券 -

        出資金 148,057,000

        その他 3,548,577,441

      投資損失引当金 -652,420,934

      長期延滞債権 50,382,792

      長期貸付金 89,722,200

      基金 2,538,494,129

        減債基金 -

        その他 2,538,494,129

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,076,740

  流動資産 3,483,045,157

    現金預金 529,586,500

    未収金 16,849,783

    短期貸付金 160,277,800

    基金 2,777,076,668

      財政調整基金 2,728,126,032

      減債基金 48,950,636

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -745,594 純資産合計 42,704,373,180

資産合計 57,767,539,707 負債及び純資産合計 57,767,539,707

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：珠洲市

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 209,186,480

純行政コスト 12,125,771,895

    その他 2,681,060,164

  臨時利益 209,266,166

    資産売却益 79,686

    資産除売却損 34,326,490

    投資損失引当金繰入額 109,513,850

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 9,510,137,557

  臨時損失 2,824,900,504

    災害復旧事業費 -

  経常収益 293,001,541

    使用料及び手数料 122,232,365

    その他 170,769,176

      社会保障給付 705,652,857

      他会計への繰出金 668,740,997

      その他 1,142,186

        その他 35,198,140

    移転費用 4,080,373,928

      補助金等 2,704,837,888

      その他の業務費用 93,719,432

        支払利息 54,698,958

        徴収不能引当金繰入額 3,822,334

        維持補修費 87,770,207

        減価償却費 2,133,970,684

        その他 -

        その他 71,968,466

      物件費等 3,713,996,301

        物件費 1,492,255,410

        職員給与費 1,616,729,383

        賞与等引当金繰入額 126,104,667

        退職手当引当金繰入額 100,246,921

  経常費用 9,803,139,098

    業務費用 5,722,765,170

      人件費 1,915,049,437

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：珠洲市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 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 43,664,473,001 58,150,290,831 -14,485,817,830

  純行政コスト（△） -12,125,771,895 -12,125,771,895

  財源 11,158,042,486 11,158,042,486

    税収等 7,975,307,890 7,975,307,890

    国県等補助金 3,182,734,596 3,182,734,596

  本年度差額 -967,729,409 -967,729,409

  固定資産等の変動（内部変動） -936,071,401 936,071,401

    有形固定資産等の増加 2,784,788,671 -2,784,788,671

    有形固定資産等の減少 -3,266,960,577 3,266,960,577

    貸付金・基金等の増加 354,889,232 -354,889,232

    貸付金・基金等の減少 -808,788,727 808,788,727

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,629,588 7,629,588

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -960,099,821 -928,441,813 -31,658,008

本年度末純資産残高 42,704,373,180 57,221,849,018 -14,517,475,838

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



【様式第4号】

自治体名：珠洲市

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 31,232,801

本年度歳計外現金増減額 65,709

本年度末歳計外現金残高 31,298,510

本年度末現金預金残高 529,586,500

    その他の収入 -

財務活動収支 313,764,498

本年度資金収支額 308,481,384

前年度末資金残高 189,806,606

本年度末資金残高 498,287,990

  財務活動支出 1,360,135,502

    地方債償還支出 1,360,135,502

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,673,900,000

    地方債発行収入 1,673,900,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 79,704

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,538,819,909

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 502,194,609

    国県等補助金収入 305,847,500

    基金取崩収入 196,267,405

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,041,014,518

    公共施設等整備費支出 1,686,125,286

    基金積立金支出 169,436,382

    投資及び出資金支出 185,452,850

  臨時支出 1,970,304,175

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,970,304,175

  臨時収入 1,886,762,416

業務活動収支 1,533,536,795

  業務収入 9,249,373,937

    税収等収入 7,966,835,566

    国県等補助金収入 990,124,680

    使用料及び手数料収入 122,286,965

    その他の収入 170,126,726

    移転費用支出 4,080,373,928

      補助金等支出 2,704,837,888

      社会保障給付支出 705,652,857

      他会計への繰出支出 668,740,997

      その他の支出 1,142,186

    業務費用支出 3,551,921,455

      人件費支出 1,884,258,343

      物件費等支出 1,591,931,220

      支払利息支出 54,698,958

      その他の支出 21,032,934

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 7,632,295,383


