
【様式第1号】

自治体名：珠洲市

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 74,758,501,216   固定負債 31,630,131,856

    有形固定資産 70,261,463,741     地方債等 21,554,048,891

      事業用資産 20,540,290,320     長期未払金 -

        土地 4,563,464,495     退職手当引当金 2,344,228,563

        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 7,731,854,402

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,746,006,366

        建物 36,219,074,095     １年内償還予定地方債等 2,877,165,720

        建物減価償却累計額 -21,566,498,899     未払金 529,326,304

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,450,615,640     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -739,700,989     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 228,531,474

        船舶 -     預り金 31,298,510

        船舶減価償却累計額 -     その他 79,684,358

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 35,376,138,222

        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 77,695,855,684

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -30,732,637,643

        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 166,838,628

      インフラ資産 45,723,085,530

        土地 365,217,321

        土地減損損失累計額 -

        建物 714,558,989

        建物減価償却累計額 -341,058,286

        建物減損損失累計額 -

        工作物 93,599,050,557

        工作物減価償却累計額 -48,874,582,641

        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 259,899,590

      物品 8,494,884,039

      物品減価償却累計額 -4,496,796,148

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 898,202,520

      ソフトウェア 13,682,520

      その他 884,520,000

    投資その他の資産 3,598,834,955

      投資及び出資金 148,057,000

        有価証券 -

        出資金 148,057,000

        その他 -

      投資損失引当金 -41,336,768

      長期延滞債権 74,781,726

      長期貸付金 89,722,200

      基金 3,197,605,615

        減債基金 -

        その他 3,197,605,615

      その他 133,256,732

      徴収不能引当金 -3,251,550

  流動資産 7,580,855,047

    現金預金 3,802,316,691

    未収金 754,594,905

    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 18,828,035

    その他 68,550,000

    徴収不能引当金 -789,052

  繰延資産 - 純資産合計 46,963,218,041

資産合計 82,339,356,263 負債及び純資産合計 82,339,356,263

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：全体会計 （単位：円）

    その他 4,935,267

純行政コスト 16,017,868,673

    その他 1,983,711,966

  臨時利益 5,014,953

    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 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 14,004,845,170

  臨時損失 2,018,038,456

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,400,193,412

    使用料及び手数料 4,003,051,356

    その他 397,142,056

      社会保障給付 706,762,607

      他会計への繰出金 -

      その他 31,333,651

        その他 278,459,833

    移転費用 7,203,413,095

      補助金等 6,465,316,837

      その他の業務費用 525,616,328

        支払利息 243,115,893

        徴収不能引当金繰入額 4,040,602

        維持補修費 169,402,037

        減価償却費 3,190,110,361

        その他 3,055,659

        その他 612,440,300

      物件費等 6,784,460,497

        物件費 3,421,892,440

        職員給与費 2,875,786,588

        賞与等引当金繰入額 228,254,556

        退職手当引当金繰入額 175,067,218

  経常費用 18,405,038,582

    業務費用 11,201,625,487

      人件費 3,891,548,662

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：全体会計 （単位：円）

科目 合計 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 47,007,991,065 78,783,405,378 -31,775,414,313 -

  純行政コスト（△） -16,017,868,673 -16,017,868,673 -

  財源 15,942,299,533 15,942,299,533 -

    税収等 9,963,223,723 9,963,223,723 -

    国県等補助金 5,979,075,810 5,979,075,810 -

  本年度差額 -75,569,140 -75,569,140 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,019,285,691 1,019,285,691

    有形固定資産等の増加 3,186,114,862 -3,186,114,862

    有形固定資産等の減少 -4,365,808,943 4,365,808,943

    貸付金・基金等の増加 387,442,389 -387,442,389

    貸付金・基金等の減少 -227,033,999 227,033,999

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 999,997 999,997

  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 29,796,119 -69,264,000 99,060,119

  本年度純資産変動額 -44,773,024 -1,087,549,694 1,042,776,670 -

本年度末純資産残高 46,963,218,041 77,695,855,684 -30,732,637,643 -

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：全体会計 （単位：円）

本年度末資金残高 3,771,018,181

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 3,802,316,691

    その他の収入 -

財務活動収支 -585,586,203

本年度資金収支額 132,969,470

前年度末資金残高 3,638,048,711

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 2,552,040,748

    地方債等償還支出 2,552,040,748

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,966,454,545

    地方債等発行収入 1,966,454,545

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 79,704

    その他の収入 55,675,590

投資活動収支 -1,657,717,574

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 705,831,652

    国県等補助金収入 424,972,045

    基金取崩収入 225,104,313

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,363,549,226

    公共施設等整備費支出 2,178,137,750

    基金積立金支出 182,411,476

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 1,983,711,966

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,983,711,966

  臨時収入 1,891,696,876

業務活動収支 2,376,273,247

  業務収入 17,569,121,213

    税収等収入 9,457,845,650

    国県等補助金収入 3,786,465,894

    使用料及び手数料収入 3,926,587,322

    その他の収入 398,222,347

    移転費用支出 6,897,823,095

      補助金等支出 6,159,726,837

      社会保障給付支出 706,762,607

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 31,333,651

    業務費用支出 8,203,009,781

      人件費支出 3,865,470,519

      物件費等支出 3,870,361,460

      支払利息支出 243,115,893

      その他の支出 224,061,909

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 15,100,832,876


