
【様式第1号】

自治体名：岩美町

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 24,691,033,025   固定負債 7,684,452,748

    有形固定資産 21,669,115,464     地方債 6,711,079,608

      事業用資産 10,907,716,379     長期未払金 -

        土地 3,928,033,963     退職手当引当金 973,373,140

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,719,979,460     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,999,000,470   流動負債 787,179,529

        工作物 535,469,744     １年内償還予定地方債 650,090,569

        工作物減価償却累計額 -276,766,318     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 91,864,923

        航空機 -     預り金 45,224,037

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,471,632,277

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 25,657,953,100

      インフラ資産 10,490,741,787   余剰分（不足分） -8,295,773,489

        土地 1,482,392,286

        建物 2,313,000

        建物減価償却累計額 -2,061,992

        工作物 25,763,569,451

        工作物減価償却累計額 -16,770,560,558

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,089,600

      物品 938,426,481

      物品減価償却累計額 -667,769,183

    無形固定資産 19,252,889

      ソフトウェア 19,252,889

      その他 -

    投資その他の資産 3,002,664,672

      投資及び出資金 783,707,379

        有価証券 -

        出資金 112,221,823

        その他 671,485,556

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 39,510,276

      長期貸付金 -

      基金 2,183,213,596

        減債基金 -

        その他 2,183,213,596

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,766,579

  流動資産 1,142,778,863

    現金預金 158,706,979

    未収金 19,694,895

    短期貸付金 213,529

    基金 966,706,546

      財政調整基金 860,295,251

      減債基金 106,411,295

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,543,086 純資産合計 17,362,179,611

資産合計 25,833,811,888 負債及び純資産合計 25,833,811,888

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岩美町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 7,391,288,616

    その他 -

  臨時利益 1,859,487

    資産売却益 1,859,487

    資産除売却損 4,356,000

    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 7,369,166,003

  臨時損失 23,982,100

    災害復旧事業費 19,626,100

  経常収益 190,507,890

    使用料及び手数料 87,913,005

    その他 102,594,885

      社会保障給付 768,475,071

      他会計への繰出金 554,866,743

      その他 11,015,570

        その他 32,048,903

    移転費用 4,037,791,562

      補助金等 2,703,434,178

      その他の業務費用 73,701,820

        支払利息 38,392,701

        徴収不能引当金繰入額 3,260,216

        維持補修費 73,357,683

        減価償却費 882,550,290

        その他 -

        その他 305,890,304

      物件費等 2,063,847,578

        物件費 1,107,939,605

        職員給与費 983,995,561

        賞与等引当金繰入額 91,864,923

        退職手当引当金繰入額 2,582,145

  経常費用 7,559,673,893

    業務費用 3,521,882,331

      人件費 1,384,332,933

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：岩美町

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 16,366,138,065 24,759,785,978 -8,393,647,913

  純行政コスト（△） -7,391,288,616 -7,391,288,616

  財源 7,391,263,753 7,391,263,753

    税収等 4,671,692,781 4,671,692,781

    国県等補助金 2,719,570,972 2,719,570,972

  本年度差額 -24,863 -24,863

  固定資産等の変動（内部変動） -97,899,287 97,899,287

    有形固定資産等の増加 321,416,668 -321,416,668

    有形固定資産等の減少 -883,238,018 883,238,018

    貸付金・基金等の増加 665,791,151 -665,791,151

    貸付金・基金等の減少 -201,869,088 201,869,088

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 996,066,409 996,066,409

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 996,041,546 898,167,122 97,874,424

本年度末純資産残高 17,362,179,611 25,657,953,100 -8,295,773,489

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

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：岩美町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 42,793,111

本年度歳計外現金増減額 2,430,926

本年度末歳計外現金残高 45,224,037

本年度末現金預金残高 158,706,979

    その他の収入 11,280

財務活動収支 -62,837,770

本年度資金収支額 40,578,663

前年度末資金残高 72,904,279

本年度末資金残高 113,482,942

  財務活動支出 634,589,050

    地方債償還支出 634,403,182

    その他の支出 185,868

  財務活動収入 571,751,280

    地方債発行収入 571,740,000

    貸付金元金回収収入 10,153,375

    資産売却収入 898,215

    その他の収入 -

投資活動収支 -685,938,902

【財務活動収支】

    貸付金支出 10,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 301,165,223

    国県等補助金収入 102,717,665

    基金取崩収入 187,395,968

【投資活動収支】

  投資活動支出 987,104,125

    公共施設等整備費支出 321,416,668

    基金積立金支出 515,170,290

    投資及び出資金支出 140,517,167

  臨時支出 19,626,100

    災害復旧事業費支出 19,626,100

    その他の支出 -

  臨時収入 4,847

業務活動収支 789,355,335

  業務収入 7,471,559,920

    税収等収入 4,663,171,189

    国県等補助金収入 2,616,837,180

    使用料及び手数料収入 89,349,042

    その他の収入 102,202,509

    移転費用支出 4,037,791,562

      補助金等支出 2,703,434,178

      社会保障給付支出 768,475,071

      他会計への繰出支出 554,866,743

      その他の支出 11,015,570

    業務費用支出 2,624,791,770

      人件費支出 1,371,135,748

      物件費等支出 1,185,653,288

      支払利息支出 38,392,701

      その他の支出 29,610,033

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 6,662,583,332


