
【様式第1号】

自治体名：珠洲市

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 76,019,273,289   固定負債 31,798,743,325

    有形固定資産 71,472,500,710     地方債等 21,701,368,499

      事業用資産 21,565,023,442     長期未払金 -

        土地 4,630,026,989     退職手当引当金 2,365,520,424

        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 3,840,348,351

        建物 37,843,884,282     １年内償還予定地方債等 2,932,536,493

        建物減価償却累計額 -22,342,338,526     未払金 538,147,648

        建物減損損失累計額 -     未払費用 2,959,258

        工作物 1,882,382,770     前受金 1,387,555

        工作物減価償却累計額 -1,106,713,259     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 251,211,388

        船舶 250,000     預り金 34,421,651

        船舶減価償却累計額 -249,999     その他 79,684,358

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 35,639,091,676

        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 78,990,138,793

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -30,781,449,775

        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 70,184

        その他減価償却累計額 -62,170

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 211,275,821

      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 10,542,142,209

      物品減価償却累計額 -6,357,750,471

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 909,525,927

      ソフトウェア 23,204,127

      その他 886,321,800

    投資その他の資産 3,637,246,652

      投資及び出資金 151,679,093

        有価証券 -

        出資金 132,396,000

        その他 19,283,093

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 74,813,803

      長期貸付金 -

      基金 3,280,350,853

        減債基金 -

        その他 3,280,350,853

      その他 133,656,732

      徴収不能引当金 -3,253,829

  流動資産 7,819,702,659

    現金預金 3,979,434,555

    未収金 757,433,064

    短期貸付金 155,000,000

    基金 2,815,865,504

      財政調整基金 2,766,914,868

      減債基金 48,950,636

    棚卸資産 23,540,375

    その他 89,219,806

    徴収不能引当金 -790,645

  繰延資産 - 純資産合計 48,199,884,272

資産合計 83,838,975,948 負債及び純資産合計 83,838,975,948

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：連結会計 （単位：円）

    その他 4,934,460

純行政コスト 18,734,066,449

    その他 1,983,711,966

  臨時利益 5,014,146

    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 16,720,308,573

  臨時損失 2,018,772,022

    災害復旧事業費 733,566

  経常収益 4,625,041,005

    使用料及び手数料 4,006,072,908

    その他 618,968,097

      社会保障給付 711,552,272

      他会計への繰出金 -

      その他 3,266,943,766

        その他 325,187,608

    移転費用 9,157,349,609

      補助金等 5,178,853,571

      その他の業務費用 573,172,135

        支払利息 243,941,646

        徴収不能引当金繰入額 4,042,881

        維持補修費 173,990,511

        減価償却費 3,283,995,460

        その他 3,056,486

        その他 668,564,446

      物件費等 7,277,113,392

        物件費 3,816,070,935

        職員給与費 3,236,481,077

        賞与等引当金繰入額 250,934,470

        退職手当引当金繰入額 181,734,449

  経常費用 21,345,349,578

    業務費用 12,187,999,969

      人件費 4,337,714,442

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：連結会計 （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 48,357,819,487 80,103,350,369 -31,736,726,136 -8,804,746

  純行政コスト（△） -18,734,066,449 -18,734,066,449 -

  財源 18,746,732,327 18,746,732,327 -

    税収等 11,236,427,867 11,236,427,867 -

    国県等補助金 7,510,304,460 7,510,304,460 -

  本年度差額 12,665,878 12,665,878 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,034,145,046 1,034,145,046

    有形固定資産等の増加 3,286,133,247 -3,286,133,247

    有形固定資産等の減少 -4,477,581,615 4,477,581,615

    貸付金・基金等の増加 392,157,369 -392,157,369

    貸付金・基金等の減少 -234,854,047 234,854,047

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,863,634 -2,863,634

  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 -41,620,536 20,056,509 -61,677,045 -

  その他 -126,116,923 -96,259,405 -29,857,518

  本年度純資産変動額 -157,935,215 -1,113,211,576 955,276,361 -

本年度末純資産残高 48,199,884,272 78,990,138,793 -30,781,449,775 -8,804,746

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：連結会計 （単位：円）

本年度末資金残高 3,946,123,624

前年度末歳計外現金残高 33,584,141

本年度歳計外現金増減額 -273,210

本年度末歳計外現金残高 33,310,931

本年度末現金預金残高 3,979,434,555

    その他の収入 -

財務活動収支 -661,563,202

本年度資金収支額 228,377,060

前年度末資金残高 3,718,667,944

比例連結割合変更に伴う差額 -921,380

  財務活動支出 2,628,017,747

    地方債等償還支出 2,599,248,511

    その他の支出 28,769,236

  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 -1,710,687,045

【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 738,187,773

    国県等補助金収入 457,328,166

    基金取崩収入 225,104,313

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,448,874,818

    公共施設等整備費支出 2,260,268,561

    基金積立金支出 185,606,257

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 1,984,445,532

    災害復旧事業費支出 733,566

    その他の支出 1,983,711,966

  臨時収入 1,891,696,876

業務活動収支 2,600,627,307

  業務収入 20,612,226,339

    税収等収入 10,731,049,794

    国県等補助金収入 5,293,160,594

    使用料及び手数料収入 3,929,608,874

    その他の収入 658,407,077

    移転費用支出 8,851,557,370

      補助金等支出 4,873,263,571

      社会保障給付支出 711,552,272

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 3,266,741,527

    業務費用支出 9,067,293,006

      人件費支出 4,285,327,955

      物件費等支出 4,267,528,308

      支払利息支出 243,941,646

      その他の支出 270,495,097

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 17,918,850,376


